「雨滴」後編（解説の部）② に入る前に。

①（高校クラス）

後編①の最初に書いたように、ピントの外
れた、加えてズボラな老人二人が書き始め
た作品集、なんとか 30 番までは書き終えま
したが、Ｂ爺さんの怠慢が原因で、ここか
ら先へはなかなか進まない。
こんなことでは、
「雨滴」の解説の部の完
成は何時になるのやら、遂に痺れを切らし
たＡ爺さんが、この 30 番までの解説を後編
① として配布しようと計画、さて、その方
法はと考えました。そこで、思いついたの
は、前編配布のときと同じように冬眠蛙さ

②（短大クラス）

んのブログにＡ爺作の曲詰を載せてもらっ
て、前回の前編と同様にその解答者全員に
配布しよう、です。そして蛙さんに、これ
をお願いしたところ快諾されて、次の 3 題
が懸賞募集特別出題として、平成 24 年 4
月 22 日に、ブログ「冬眠蛙の冬眠日記」に
出題されることになりました。
ここからはブログ「冬眠蛙の冬眠日記」
の文を転用させいただきます。
「雨滴」後編（解説の部）①

③（大学クラス）

配布 特別出題
お約束しましたとおり、隅の老人Ａさんの
特別出題を実施いたします。ワガママを言
って、なんと新作を 3 題いただきました！
＊＊ 作者の言葉 ＊＊
又、冬眠蛙さんのお世話になります。ズ
ボラな隅の老人ＡＢの為、不本意ながら
「雨滴」後編（解説の部）は①②の 2 分割
にさせていただきました。今回は①の配布
で、②は年内完成に努力いたします。懸賞

○○ 解答要領 ○○

問題の手数はそれぞれ高校、短大、大学ク

1 題でも解けましたら、手順・感想を

ラスで難易度は中位？と思います。
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hirokiichishima＠yahoo､co､jp までお寄せ

届かない感じです。この形で、26 金が 35

ください。
（もちろん全題解答大歓迎です）

に居れば 45 馬が成立することに気付くか

応募締切：平成 24 年 5 月 20 日（日）まで

どうか、がポイント。しかしそれに気付い

結果発表：5 月 27 日（日）より実施します。

たとしても、44 銀生～35 金はちょっとやり

賞品：
「雨滴」後編（解説の部）①を、解

難く見事な伏線になっています。４手目 33

答をお寄せいただいた方全員に進呈いたし

玉は 34 金、22 玉、31 角成、同玉、43 金、

ます！ ふるってご応募くださいませ。

以下。75 角が良く利いています。35 に金を

なお、冬眠蛙も解きましたが、難易度も

据えて、56 金～46 飛を決行。同とに 45 馬

①～③の順になっていると思います。参考

が気持ちの良い一手で、55 玉に 65 金が決

まで。

め手となります。詰上り「ナ」の字。

こうして、配布懸賞問題 3 題が「冬眠蛙

ちょっと考えさせつつも気持ちの良い手

の冬眠日記」に載ることになりましたが、

順で、冬眠蛙もお気に入りの一品です。

Ａ，Ｂ爺さんともに、はたして、この「雨
滴」後編（解説の部）①を手にしたくて応

作者の言葉

募してくれる人の数は？ です。

「詰将棋五十音図」によると「ナ」の字の
曲詰は少ないそうだ。どれどれと好奇心で

「冬眠蛙の冬眠日記」での解答発表

試作してみた。

① (高校クラス) 詰上り 「ナ」の字
詰手順

冬眠蛙さん
この内容で「試作ですか。さすがです。

44 銀生､同玉､35 金､55 玉､56 金打､同玉、

ところで、作図動機からすると、これから

46 飛､同と､45 馬､同と､57 銀､55 玉､
65 金打､同飛､56 歩打､同と､45 金打､迄

も「この詰上りは少ないらしい」というが、

１７手詰

詰上り図

また創ってもらえるわけですね （笑）
。
今度募集してみますか。
この詰上り「ナ」の字に解答を寄せてく
ださった方は 18 名で、そのうち 14 名の方
からは短評（感想）も頂きました。その幾
つかを紹介させてもらいます。
なお、☆印は冬眠蛙さんの合いの手です。
＊＊ 短評 ＊＊
さわやか風太郎さん
9 手目 45 馬が快感です。
☆ わかっちゃいるけど、ってヤツですね。

「冬眠蛙の冬眠日記」での蛙さんの解説。
36 飛が馬筋の邪魔をしている構図。しか

たくぼんさん

し初手の 35 飛は 45 歩合であえなく撃沈。

大事そうに見える 53 銀を消去し、45 馬

56 金から 46 飛と捌く手も同とでいかにも

や 65 金の好手を含むなど密度の濃い作
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品ですね。

どういう形で 46 金を手に入れるのか、と

たけとひでさん

いったところが解図のポイントだったと

☆

馬を捨ててかから、歩を奪う手は気づき

考えます。５手目 45 金～33 飛成～65 金

にくい。

～63 竜といった手順も頭をかすめたりし

少し足りなさそうに見えるところがミ

て、適度な紛れ変化を含んだ中で、45 馬

ソですね。

捨てを中心に 35 金のちょっとした不利

ほいさん

感、キレイな収束の、曲詰の好作で、さ

変化を読まなくても安心な曲詰。最後の

すがと感じました。
☆ ５手目 45 金も確かに誘われますね。別

持ち歩の使い方がうまいですね。
☆ こらつ！ちゃんと読みなさい！ （笑）

で創れるかも。

磯田征一さん

嵐田保夫さん

一番易しいという①だけでもと思ってト

一目 56 金の筋だが其の前に遊び気味の

ライしましたが、わたしにはむずかしか

活用が肝でした。

ったです。

飯尾晃さん

☆ 熟練の方一目、というわけにはいかない

短編曲詰の理想的手順。

かと思います。そこはやはり作者が作者

☆ 全く同感です。

ですし （笑）。

風みどりさん

宮原航さん

他に手はないとわかっていても、56 金～

曲詰なのに紛れ多く中々難しいです。特

46 飛は英断。

に第一感の初手 56 金の紛れはハンパで

安武利太さん

はありませんでしたね。10～15 分ほどで

自ら包囲網に穴を開けるような初手に始

ようやく 44 銀生を発見、ここでも 45 金

まり、その後も随所に好手の散りばめら

を結構考えましたが普通に 35 金で筋に

れた好作です。しっかりした後半に意表

入れました。43 玉や 33 王は読み飛ばし

を衝く序を加えて、飛躍的に完成度を高

ました、(^^;。後は初手の紛れで散々読

めているのは、熟練の作者ならでは。見

んだ筋だったのでスラスラ解けました。

習いたいものです。

しかし、これだけの捨て駒にこの収束で

☆ 最後を安武さんに締めていただきまし

曲詰とは、理想していたもののやはりす

た。予想通り、この作品に３題中で一番

ごい技術です。見習いたいものです(^^;。

多くの解答が寄せられました。

☆ 44 銀生発見のとき「これだ！」と思い
ますよね。詰将棋の醍醐味が味わえま

この他にも多くの人たちから解答を頂き

す。

ました、Ａ，Ｂ爺より感謝です。

坂本栄次郎さん
初手 44 銀が非常に意外性あり、65 金が

②（短大クラス） 詰上り 「ミ」の字

絶妙。

詰手順

谷本治男さん

33 竜､46 玉､55 銀､同玉､44 飛成､56 玉､

玉が 74 に逃げた時に金の手持ちが必要、

36 竜､46 銀合､同竜､同玉､37 銀､56 玉、
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55 竜､同玉､77 角､54 玉､64 香､同玉､

で形を決めてしまえば、以下同じように詰

55 角､同玉､65 馬､迄

ますことが出来る仕掛けです。最後の 64 香

２１手詰

詰上り図

～55 角は気分爽快ですね。他合の変化が作
意とかぶるのは仕方ないところで、手順の
構造を利用した初手限定が印象的なパズル
でした。
作者の言葉
来年の年賀詰候補作だって、気の早い爺
様だ。
冬眠蛙さん
ちょっと早すぎ、ということで使わせて

「冬眠蛙の冬眠日記」での蛙さんの解説。

いただきました。来年にはまた別の作品を

物理的に飛か竜で王手をかけるしかない

ご準備ください、（笑）
。

初形ですが、どれが正しいか逡巡します。
感覚的に 41 の飛に手が伸びた人も多いの

短大クラスの出題にも拘わらず、多くの

ではないでしょうか。実は冬眠蛙もそうで

方々から解答と短評が寄せられました。そ

した。正解は 44 への利きを２枚とも残す

の短評の抜粋を次に。

33 竜ですが、その意味合いに気付かないと

＊＊ 短評 ＊＊

苦労します。たとえば初手 31 飛成は 46 玉、

たけとひでさん

55 銀、同玉、77 角に 46 玉と逃げられて続

初手に飛車が成って、紛れの森へ深く入

きません。角を活用したしたいのですが、

る。

37 への利きがなくなったときの対策が必要

さわやか風太郎さん

なのです。その対策が 33 竜・44 竜型にす

初手どちらにしようか迷いました。44 の

ること。この場合のみ、56 玉を強要して 36

銀が邪魔で当初は 35 銀から 26 銀と捌く

竜で合駒を強要し、46 を塞ぐことが出来る、

のかと思ったら結局 35 銀に 56 王でどう

というわけです。･･･が、細かい変化が付き

にもならなくなりました。59 の角が一番

まとい、気付くのは大変だったのではない

の働き者でしたね。
☆ 冬眠蛙も解図時同じような順にハマり

か、と思います。たとえば 55 銀に 57 玉は
66 馬、58 玉、38 竜、59 玉、77 馬以下。ま

ました。56 に逃げられると何も出来な

た、44 飛成に同金は 37 角、56 玉、36 竜、

いんですよね（笑）
。

57 玉、66 竜等、少し気付き難い手がそこか

たくぼんさん

しこに。46 合を強要すれば 55 竜～77 角が

銀合限定の順が都合いいように作意とな

成立します。仮に歩合としますと、77 角以

り字となる。難しい字もなんのそのです

下作意どおりに進んで詰み。55 角を防ぐ銀

ね。
☆ 冬眠蛙はそちらには疎いのですが、
「ミ」

合が最善ですが、あっさり同竜から 37 銀打
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って作図難しいんですか。今度チャレ

ことを考えさせてしまったなあ、と反

ンジしてみるかな。

省しております。
☆ この際だから「ダ」も創ってもらいま

ほいさん
意外と簡単でした。
（とか言って間違って

すか（笑）
。

たりして）大駒の力の消し方がうまいで

三輪勝昭さん

すね。勉強になります。

僕も解答を出したかったけど解く前から

☆ 見事正解。確かに大駒４枚で良く成立

柿木で答えを見ちゃったもので･･･。

するものです。

僕はいきなり答えを見る事の方が多く、

安武利太さん

良い作品はそれでも鑑賞に耐えると言う

詰上り「ミ」の字。初手から最終手まで、

持論があると苦しい言い訳を･･･。

流れるような手順が美しい。難易度が控

実際、三作ともなるほどと思う良い作品

えめなのも好印象で、個人的には「あぶ

で流石です。僕もこの「ミ」の収束３手

り出しはかくありたい」と思います。

の詰上がり型は考えましたが、73 とが浮

荒川貴道さん

いているので逆算が至難でした。64 香が

初手が難しかったように思います。31 飛

旨い逆算。僕はこれが浮かばなかったの

成としたくなりました。きれいな「ミ」

ですが、これでいっきに逆算の選択肢が

の字あぶり出しです。

拡がりました。

坂本栄治郎さん
64 香が、シブイのと全体的にバランスが

隅の老人 Ａ

取れて最後には全ての駒が躍動している

三輪勝昭さんにコメントを戴けるとはあ

ように見えました。

りがたい。最近発表される密度の濃い「三

☆ 大駒４枚中３枚を捨てますからね。最

輪曲詰」に年寄りの出番は無くなりまし

後の角捨てが特に気持ちいい。元々59

た。ただ「あれよあれよ」と感心してい

にいた角というのがよいです。

るだけです。柿木に依る（解答と）感想

飯尾晃さん

もヨロシイと思います。Ａ爺も「答えを

駒を効率的に使う燃費のいい手順。

先に読む」この手を良く使います。それ

風みどりさん

でも感想に大きなへだたりはありません。

初手 31 飛成がだめとわかれば、わりと一
本道。しかし飛成から竜捨てのリズムは

③（大学クラス） 詰上り

これぞ詰将棋。

詰手順

「☆」

☆ パズル色全開です。

23 竜､同香､24 金打､同香､同銀､32 玉､

嵐田保夫さん

33 香打､同角､同銀成､同玉､11 角打､43 玉､

銀合の頑張りもあっさり同竜で“ナミダ”

42 桂成､同玉､41 桂成､43 玉､42 成桂､同玉､

か？

51 銀生､43 玉､34 角､同香､42 銀成､同玉､

☆ そうそう、これを書いておけばよかっ

34 桂､43 玉､44 角成､同玉､35 金､33 玉､

たな、ってのがあって、
「今回出題の３

44 金､同玉､45 香打､33 玉､43 香成､同玉､

題に関連性はありません」と。余計な

42 桂成､同玉､43 歩打､同玉､44 歩打､同玉､

5

45 香打､55 玉､56 竜､迄

先に取ってから 34 角を決行するのが正解

４５手詰

詰上り図

です。２５手目 34 桂に 22 玉は 33 香打、43
玉、42 桂成、同玉、32 香成、同玉。35 竜。
この変化も綺麗ですね。２６手目 43 玉には
44 角成とするしかないですが、足場が無く
なり足りるかどうか不安になります。
･･･にもかかわらず、更に代わりのなりそう
な 35 金も捨ててしまうのがすごい手順。36
竜と持駒香で意外にも捕まっています。冬
眠蛙はここが見えず苦しみました。45 香打
から 43 香成を見つければいよいよ大団円。
詰上がりの作意は「☆」
。うーん、一般的に

「冬眠蛙の冬眠日記」での蛙さんの解説。

は「＋」かな。でも作者の意図を尊重しま

初手はほぼ必然。３手目筋の良い人は 43

しょう。全体的には重厚な手順で、どちら

金～42 桂成で凝り固まった左辺を捌きに行

かというと服部さんぽいような感じのあぶ

きたくなるのではないでしょうか。それで

り出しでした。

は右辺の守備駒が強すぎて足りません。攻
め駒が強いうちに右辺に足がかりを作るの

作者の言葉

がポイントになっています。･･･と言うのは

知らなかったとは言え、吉村達也さんの

簡単ですが、冬眠蛙には 24 金からバラすの

「王の帰還」と同じ詰上りに驚く。思いも

はまあまだ読めるとして、33 香打で手が続

よらず、吉村さん追悼の作品になりました。

くようにはとても見えませんでした。一目
21 玉ですよね。ともかく深い変化がもりだ

冬眠蛙さん

くさんで、相当な根気がいります。

吉村氏は大学の先輩（関わりはないです

・ ４手目 32 玉、23 金、43 玉、42 桂成、

けど）
。本当に早い逝去で残念です。ご冥福

同玉、34 桂、43 玉、42 桂成、同玉、41 桂

をお祈りいたします。

成、53 玉、42 成桂、同玉、51 銀生、43 玉、
53 香成、以下（邪魔桂を消去して竜を左展

③は大学クラスの長手順の作品でしたが、

開させる手順がなかなか良いです）
。

それでも多くの解答と短評を頂戴しました。

・ ８手目 21 玉、31 香成、同玉、41 桂成、

感謝して、次に載せておきます。

同玉、51 銀成、31 玉、41 成銀、同玉、43

＊＊ 短評 ＊＊

香打、以下。

たくぼんさん

・ １２手目 32 玉は 22 角成、43 玉、42 桂

以前、見せてもらったことがあります。

成、以下４手目 32 玉の変化に準ずる。

改めて解図してみましたが７手目 23 銀

11 角と強い足場を作っていよいよ左辺の

成の紛れにはまり一苦労。一度解いたら

捌きに入ります。先の変化もあり、46 桂を

すぐ手順忘れちゃんですよねぇ。

早めに捌きたくなりますが、51 銀生と香を

確か「☆」という題名でしたが「＋」
（ミ
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ニ十字）の方がしっくりくるかな。

更します。

☆ やはり「＋」？ところが後でもっと名
案が出てきます。

「雨滴」配布特別出題（３題）に

安武利太さん

対する皆さんの総評

この詰上りは収束が限られるので非常に

飯尾晃さん

創作困難なはずですが、ここまで手数を

格の違いを痛感させられる三作でした。

伸ばし、密度の濃い一局に仕上げたのは

凡骨生さん

流石です。序盤の力業も、中盤の何もな

３題とも並みの手順でない「ナ」
「ミ」と

いところでの手造りの妙もどちらも小川

「ドット」否「雨滴」でしょうか？ 手

流の一面であり、作者の持ち味がよく表

数は（17 手）
（21 手）
（45 手）で難しか

れた一局と言えるでしょう。

ったです。

☆ 冬眠蛙は特に中盤が印象に残りました。

☆ 命名ありがとうございました。

飯尾晃さん

安武利太さん

34 角からは奇跡的な手順。

実は詰工房に参加した時に、３人くらい

☆ 全く無理筋に見えますよねぇ。ほんとに

で協力して解きました。ちょっとズルし

信じられませんでした。

てしまいましたが、どうか大目に見てく

嵐田保夫さん

ださい（笑）
。それでも③は解けませんで

24 金の俗手が打ちづらく、その後も 23

したが、作者一流の曲詰を堪能させても

銀成や 15 角打、34 桂跳等の亡霊に悩ま

らいました。ありがとうございました。

され悪戦苦闘。こちらを立てればあちら

また新作、発表してくださいね！
☆ 個人的には皆でワイワイ解くのが一番、

が、あちらを立てればこちらがといった
状態で整理がつかず挙句の果ては盤に並

詰将棋の楽しみ方のひとつです。

べ出す始末で丸２日もかかって何とか解

羅刹國さん

決（情けない）
。それにしても隅々まで良

これで正解にして安室さん。上級編めん

く計算し尽くされた久しぶりの力作でし

どいです～あとちょっとで詰まないです。
☆ 最後を「エ」と予想されての感想。関

た。
☆ ２日はものすごく早い！実は冬眠蛙は

連性ないのを触れるのを忘れて本当に

（うろ覚えですけど）２週間近くかかっ

ゴメンね。

ています。実はもっと早く出題できた

たくぼんさん

はず、という（笑）

雨滴全編早く見たいですね。ＡさんＢさ

凡骨生さん

んよろしくお願いします。
☆ 後半は大作揃いですから大変ですよぇ。

「ドット」否「雨滴」でしょうか？
☆ 「雨滴」！感心しました。こっちにし

でも私からもお願いします。ということ

ませんか、Ａさん（笑）
。

でこのたびは本当にありがとうござい

Ａ爺

ました。

凡骨生さんの命名は「雨滴」
、これを有り
難く頂戴。今後は「☆」→「雨滴」に変

Ｂ爺さん
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発表の３題、おおむね好評。Ａ爺さん、
良かったね。でもＢ爺の考えるには、３題
同時発表ともなると、この３題に何か関連
性が欲しかったな、です。
「ナ」
「ミ」と現
れたら次は何？と考えるのが、まあ普通。
次に現れたのが「雨滴」？では少々ガッ
カリ、これは何。
「三つの頃から、イロハを
習い、ハの字忘れて何とやら・・・」
、そん
な思いもありますね。
また、連作ではないのでよいですが、こ
れがもし連作ともなると、ある程度、詰手

Ｂ爺さん

数も揃えた方がベタ－だと思います。この

「雨滴」と全く同じ詰上りなのに、そこ

点では、発表時に①（高校クラス）②（短

に到る詰手順の違いに詰将棋の奥深さを感

大クラス）③（大学クラス）の表示で、詰

じます。

手順のことは上手く逃げた？な、です。
この稿を書いている平成 24 年 8 月の詰パ

吉村達也さん作 「王の帰還」

ラ誌の大学院に曲詰「雨滴」と全く同じ詰

発表誌 光文社「文庫のぶんこ」

上がり（左右は逆）の作品(作者＝新ｹ江幸

平成６年

弘さん)が発表されました。その図とＡ爺さ

この図は光文社文庫創刊十周年記念のし

んが前述した吉村達也さんの「王の帰還」

おり用に依頼されて作られた 21 手詰が原

の図を参考まで載せて置きます。詰手順は

図だそうです。その図に 15 年ぶりに手をい

あえて書きませんが、三者三様の好作です

れたと詰棋書「四百人一局集」の吉村さん

ので、ぜひ自力で解いてお楽しみください。

のペ－ジに記載されています。そうして（詰

新ｹ江幸弘さん作

上り十の字）とも書いてあります。

発表誌 詰将棋パラダイス

677 号

平成 24 年８月

「王の帰還」

詰上が図 手数は 51 手詰

詰上り図 手数は 55 手詰
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発表時の名 隅の老人 Ａ
詰手順
24 銀打､同竜､12 銀成､同竜､24 金､同王､
34 飛打､15 王､27 桂､26 王､36 飛､27 王､
38 銀､18 王､27 銀､同王､49 馬､18 王､
38 飛､17 王､27 金打､同王､32 飛成､26 王､
16 馬､同竜､36 竜､15 王､16 竜､24 王､
14 竜､35 王､36 飛打､45 王､44 竜､同王､
43 角成､55 王､65 金打､45 王､54 馬､迄

４１手詰

詰上り図
Ａ爺の独り言
Ｂ爺も好きだなぁ。後編配布の為の懸賞
問題で９ページも使っている。どうせ、こ
の３題は目的を果たせば消えて行く運命に
ある。Ｂ爺は３題の創作過程を良く知って
いる。
（始めはヤング向きに短編で作ってい
た、修正の手伸ばしも短時間で纏めた）
Ｂ爺の作品評価は「手馴れている」だけ。
本音を言えば、図面だけ表示してあっさり
１ページで収めたかった。

Ａ爺

蛙さんのＨＰを使わせていただいたお礼に
詳細な解説、それも良きかなです。

折角誌面に採用された図が不完全で構想
が、解答者に伝わらない時、未練ばかりが

第 31 番

「ヘの字」－２

（修正図）

残る。それが会心作になればなるほど、た
め息は大きくなる、本原図も不完全作で悲
嘆にくれた。あぁ、この悲嘆を救う手は無
いものか？有りました。インターネット華
やかな 21 世紀、修正図を HP に載せて頂き
復活させるのです。
「冬眠蛙の冬眠日記」
「た
くぼんの解図日記」
「詰将棋 50 音図」皆さ
んに何度助けてもらったか。
この「ヘの字」は 2009 年「冬眠日記」の
「特別出題」で表舞台に立たされました。
嬉しいやら恥ずかしいやらです。

発表 ブログ「冬眠蛙の冬眠日記」

この作品の狙いは

平成 21 年 4 月 17 日

① 3 手目、12 銀成の伏線手。
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② 21 手目（27 金）と大事な金を捨てて

お気に入りの構想が不完全作で解答者に

32 飛成と竜を作る。

その意が伝わらない時、未練ばかりが残り

③ 炙り出し曲詰。 （四百人一局集より）

ます。
（この作品の構想も初めの発表図には

この第 31 番も前述のように、ブロク「冬

早詰があり、その構想が不発に終わり未練

眠蛙の冬眠日記」に特別出題として発表さ

だけが残っていました）
。

せてもらいました。そのブログでの冬眠蛙

本修正図はブログ「詰将棋五十音図」に

さんの好意ある名解説とその際の解答者の

密かに登録をお願いしたのですが、意外な

感想（短評）を次に載せておきます。

展開で表舞台に立たされ、申し訳ないやら、
嬉しいやらの妙な気分です。いずれにして

冬眠蛙さんの解説

も数十年来の未練が払拭されました、有難

最大限に強調しました 3 手目 12 銀成です

うございます。詰上がり図は前回の発表時

が、実はこの 2 手の交換を入れなくとも、

にも前例が１作ありましたが、回避するの

ある一ｹ所を除けば作意は成立します。さあ

は難しく、これは宿命？でしょうか。

それはどこでしょう。

（自分の未熟さを棚に上げています。
）

（失敗順）

冬眠蛙さん
詰上がり図はミニ煙にもなっていますの

24 銀打､同竜､同金､同玉､34 飛打､15 玉､
27 桂､26 玉､36 飛､27 玉､38 銀､18 玉､

で、他の作品と一致しても当然止むを得な

27 銀､同玉､49 馬､18 玉､38 飛､17 玉､

いものと思います。原図は近代将棋誌に発

27 金打､同玉､32 飛成､18 玉 で不詰。

表されており、序奏に更に趣向的な手順を

3 手目に 12 銀成と 21 銀を消しておかない

入れてあったのですが、残念ながら早詰で

と、実に 20 手以上後に不詰箇所が出現しま

した。でも今回の修正図でも決定版と言っ

す。盤上に駒を並べて、ご確認のほどをお

て過言ではない完成品ではないか、と思い

願いします。12 銀成、同竜の交換の意味は

ます。

27 金打、同玉から開き王手する瞬間に 18
に玉を逃がさないためのものなのです！

この第 31 番は、ブログ「詰将棋五十音図」

ここで 18 玉なら、
12 竜と敵竜が取れます。

にも、
「21 手後に効果の現れる伏線を着想

なんと美しい伏線でしょう。無論いくら

し、実現する。そこに、卓越した構想力・

伏線がうまく入っても、それだけでこの長

創作力だけでなく、作者の並外れた意志の

手順の作品を支えきれるものではありませ

強さを感じます。名作です。
」の言葉で展

ん。でももう一度手順を見てください。全

示されています。

体的に糸を手繰るがごとく緊張感のある手

それでは「冬眠蛙の冬眠日記」に寄せら

順が展開されています。特に銀を消去して

れた解答者の感想の抜粋を次に。

49 馬から 38 飛と引く手や、32 飛成に 26

凡骨生さん

玉とした直後の思い切った馬捨て、全体的

まさかマサカ曲詰とは思ってもいません

に程よい変化の厚みがあり、絶妙のバラン

でした。流石に駒捌きが見事でホレボレ

スと思います。

します。
☆ 本当に見事な捌きです。16 馬なんて指

作者の言葉
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がしなる一着ですね。

２）煙詰を思わせるような守備駒の消去。

利波偉さん

３)最後に私の愚かさで３手目 12 銀成を

まさかこの作品が曲詰になるとは思いま

なかなか発見出来ず発見後の展開の差に

せんでした。思ったのですが字になると

驚きました。そのために時間がかかりま

思わなかった作品が字になると、効果倍

した。大変、心を驚かされた作品です。

増ですね。手としては軽い序奏の後 32 飛

又、このようなすばらしい作品をどんど

成とする手順がが圧巻です。以降も軽い

ん私達に提供して下さい。宜しくお願い

手順に始終しての詰上り「ヘ」の字。

します。

全般的に軽快な手順ですが、32 飛成の中

☆ 驚きと感動が伝わってくる名短評です

心手も入り、作者の主張もハッキリして

ね。出した甲斐がありました。ありが

います。努力の跡を感じさせない構図に

とうございます。

も「流石」と感心させられました。こう

Disabled さん

いう無理を感じさせない構図を作れるよ

それと飛馬の開き王手とそれでやはり主

うになりたいものです。

題は 12 銀成の伏線ですか。後で気付いた

☆ いかにもあぶり出し、という形だと、

けれどね。それと飛馬の開き王手とそれ

解図する姿勢がどうしても捌く手を中

をどう繋ぐかを考えた。悩んだのは 38 飛

心に読みますからね。そこは作者の読

の合と 16 馬の選択ですね。ミニ準煙で鮮

み筋なのでしょう。全くあぶり出しに

やかではありますが。
☆ 38 飛が確かに不詰感の強い一着です。

見せません。
たけとひでさん

変化がよく割り切れたなぁと。ちなみ

12 銀成は千里眼がなければ指せません。

に「ありますが」の後は･･･？

☆ 一言で本質をつきますねぇ。でも、実

嵐田保夫さん

はこんな方も。

なかなか詰まず、冷却期間を何日も置い

たくぼんさん

たり、情けないことに最後は盤を出して

12 銀成は何となく指してはしまったが、

並べて確認したりしてようやく詰んだよ

実に先の長い変化伏線であった。何とな

うな状態。特に途中 37 飛から 27 飛と 27

く指したことに罪悪感を覚えたのは初め

馬から 35 金打以降の変化に嵌り、やっと

てだ。中盤も読みのいる手が続き、クラ

詰んだと思って確認したら 33 王の好防

イマックスの 32 飛成から詰上がり「ヘ」

手を見逃していて間違っていることが分

まで全く緩み無い傑作。不動駒なしも恐

かり呆然。最初からやり直しになって、

れ入りました。

やっと 37 飛で 27 金の筋を成立させるた

☆ 上級解答者はやはりスゴイ。匂いかな

めに３手目 12 銀成が必要と分かってよ

んかするんでしょうか（笑）
。そういえ

うやく解明。変化が多岐にわたり閉口し

ば確かに不動駒なし。見事です。

た。イヤ－とにかく参った。
☆ これまた苦労の跡がうかがわれますね

坂本栄治郎さん
この作品は、驚きの連続でした。１）初

え。しかし、この短評から見ると普段

形からの図と詰み上り形の変化の差異。

は暗算･･･？す、すごい。
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隅の老人Ｂさん

こういった伏線モノの作図は、やはり大

探偵小説では、毒薬は遅く利いて来るの

変だと思います。どうやって創るのかは

が効果的とか。３手目に伏線、その効果

今度ご本人に教えてもらわないと。

は 24 手目の変化で現れる。これは、アガ

ごぶりんさん

サ クリスティの「The Murder of Roger

残念ながらギブアップです。23 手目あた

Ackroyd」や横溝正史の「本陣殺人事件」

りまでは追えたのですが
（19 手目 37 飛？

を思い出させる手法ですね。また、この

までは合っていると思うのですが、そこ

作品は曲詰の名手、小川悦勇さんの遠い

から馬で追っていくべきか･･･など）
、下

昔の作品、「ヘ」の字の修正図らしいが、

に追い落としてからが広くなってわかり

改めて、小川さんが、
「ヘ」の字を創作す

ませんでした。ミニ煙を想像しながら楽

るのなら、この詰上り４枚の図は創らず

しく進めていたのですが、無念です。

に詰上り７枚あたりで創って欲しいと思

☆ おそらく 12 銀成を飛ばして 38 飛、17

います。その方が、小川さんの一連の曲

玉まで追った局面まで辿り着いていま

詰作品として字形が揃うのでは？

すし、詰上りの予想もほぼ当たってい

この詰上がり図は未完成の煙詰として

るので本当に惜しい。正解手順をご覧

扱われる可能性もあるしね。

になったとき、作者の構想に感心され

最近、Ａ爺さんの創作意欲が減退して

たのではないでしょうか。
☆ 最後に今回の特別出題の仕掛け人さん

いる。こう書いておくと、Ａ爺さんがき
っと「ヘ」の字の名作を創る。皆さん、

から

期待して待つべし、乞う、ご期待。

安武利太さん

☆ そうなんです。それはあるんですよ。

途中、何の仕掛けもなさそうなところに、

「ヘ」の字は確かにこれで読めるんです

作者の狙いが秘められている。曲詰とは

けど、場合によっては都煙にしそこな

思えぬスケ－ルの大きさと、構想を実現

った･･･とも言われかねないんですよ

させる手腕に脱帽です。
☆ 「冬眠日記で出したほうが、多くの解答

ね。冬眠蛙もＡさんの別な「ヘ」の字
を見てみたいです。

がもらえるはず」ということで安武氏

☆ 惜しくも白旗･･･という方の評も合わ

から提案いただいて今回の特別出題と

せて掲載します。

相成りました。たぶん､氏のサイト「詰

さわやか風太郎さん

将棋五十音図」で出題しても変わらな

特別出題、どこから手をつけてよいのや

いはずとは思うのですが、ワタシとし

ら、皆目見当がつきません。詰上り図も

てはこんなオイシイ話をいただいては

想定できないし、困った。まだ日数があ

飛びつかないわけにはいきませんでし

るから、折を見てちょくちょく、幾何学

た。
（笑）
。本当にありがとうございま

の問題を解くようなもので、何の気なし

した。

に閃くこともあるかな。こういうのはど
うやって創るのだろうか。企業秘密かも。
☆ 12 銀成は相当な閃きが必要ですね。

冬眠蛙さん
特別出題で出させていただいた作品です。
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12銀成の伏線が印象的ですが、この手を印

12 銀を指さなくても詰みます、余詰発生で

象的にさせるのはなんといっても下辺の捌

す。この余詰をいかに修正するかは作者の

きでしょう。届きそうで届かなそうなギリ

腕の見せどころ、今回の修正図は皆さんの

ギリの攻防。これがあるからこそ、12銀成

お気に入ったようで、作者ともども良かっ

が輝きます。その前に一手、24銀を入れて、

たな、です。

初手いきなり伏線手にしなかったところに

以前、今は亡き門脇芳雄さんと余詰のこ

作者の執念がうかがわれますね。

とを話し合ったことがあります。氏曰く、
「最近は柿木将棋のおかげで余詰作が殆ど

たくぼんさん （解図 約30分）

無くなった。昭和年代の作品には余詰の作

30番とは異なり、結構難解。右下でのや

品が多かったが、それも人間味が感じられ

りとりに悩みました。

て良かった。
」です。昔？の詰棋作家はその
作品の余詰検討で苦労したものですが、現

詰将棋 昭和も遠く なりにけり。

在の作家連の余詰検討はキ－ボ－ドをポン

下図が第 31 番「ヘ」の字の原図です。この

と敲いて終わりでしょうか。

図は、昭和の時代に今は休刊？中の近代将
棋誌に発表されました。

第 32 番

詰手順は、

発表誌 近代将棋

36 金､24 玉､35 金､13 玉､(ｲ)12 銀成､同飛､

「近将短編」

昭和 62 年７月
発表時の名 小川 悦勇

24 金､同玉､34 飛､15 玉､27 桂､26 玉､
36 飛､27 玉､49 馬､18 玉､38 飛､17 玉､
27 金打､同玉､32 飛成､以下、作意は

詰手順

39 手詰で「ヘ」の字が現れますが、

27 金､25 王､26 香打､同角成､36 金､同竜､

(ｲ)のところで、

14 飛成､同王､36 角､同馬､15 飛打､迄

１１手詰

24 金､同玉､34 飛､15 玉､27 桂､26 玉､

冬眠蛙さん

36 飛､27 玉､49 馬､18 玉､38 飛､17 玉､

見るからに軽そうな形で、これはカンタ

37 飛､26 玉､27 飛､15 玉､48 馬､26 歩合､
同馬､以下で詰み、この作品の最大の主眼手

ン…と見て大怪我しました。１時間以上考
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えたと思います。29香打、28歩合がすぐに

ら、これは羨ましい。

見えていかにも作意っぽい筋だったのと、

「お前の女房はどうだ？」と問われれば、

逆に作意の27金～26香打が非常にやりにく

「詰将棋など、何の役にも立たないと、ソ

い手順だったのが原因です。この形で26に

ッポを向いているさ」

馬を呼ぶ意図が全く見えませんでした。36

本図と銀杏さんとの私信が近将に載る。

金と捨てる手が見えたときは「なるほど、

その森田さんも今は亡い。年年歳歳人不同、

これはやられました」。

だんだんと寂しくなって行きます。

心理的な手順が素晴らしく、隠れた名作で
はないでしょうか。

Ａさんの「人生双六」 11
「人生双六」８で書いている「山師」をGoo

たくぼんさん （解図 約７分）

辞書で検索すると「鉱山技師」と出てくる。

普通の初手にやられました。香打、銀引、

私の従事した仕事、「山師」はちょっと違

飛成がいかにもありそうでした。

うけれど、山を相手の仕事だから、親戚く
らいには当るだろう。

Ｂ爺

「ウーウーウー」とサイレンを鳴らし、
「ハ

冬眠蛙は１時間、たくぼんさんは約７分、

ッパ」と大声で怒鳴り、スイッチ（今は電

この解図の時間差が詰将棋の面白さでしょ

線で導火線は使われない）をひねる。大き

う。Ｂ爺さんなんぞはこれに嵌って、眠れ

な岩盤が一気に吹き飛ぶ、発破作業は痛快

ぬ夜は幾度ぞ、です。

至極。然し、それに至る段取りの苦労は知
るまい。「段取り？そんなのは興味が有り

現役引退後、森田銀杏さんに逢いたくて、

ません」それならば、爆薬作りはどうです

ある夏の宵、国分寺駅に降り立つ。東元町

か？発破と言っても、山を吹き飛ばす大発

の森田さんのお家に近づいた所で Tel、
「小

破から小発破まで用途は色々。小発破？（ほ

川悦勇さんですか？」と、聞きなれた声が

ら、アクション映画で分厚い扉を爆発で破

返ってきた。手土産には洋菓子、先ずは奥

るでしょう）既成のダイナマイトでは分量

さんにご挨拶。お酒を酌み交わしての、詰

が多すぎる。それで小発破に適した分量を

将棋四方山話は尽きる事はない。帰りには

計算して自作のダイナマイトを作る。へー

詰棋書「古今趣向名作選」と「千早城」を

ぇ、そんな事が出来るの？

頂く。ここで、感じた事を１つ。

験には発破に必要なダイナマイトの重量を

世の中の亭主が己の趣味を続けていら

「保安」の試

計算しなさい、の問題が出てきます。なん

れるのは、女房の出来、不出来に左右され

と言っても、私、「火薬類取扱保安責任者」

る。詰将棋など、己の時間ばかりを使う趣

ですからね。

味にどこの女房がよい顔をする？

ちぇ、下らん自慢は止めて次に移らんかい。

森田さんの奥さんを見ていると、つくづく

１９ページへ続く。

良い奥さんだなと感心する。その他にも趣
味を永続されておられる詰棋人の奥方は皆、
出来が良いに決まっている。他人の事なが
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第 33 番

「ハの字」

冬眠蛙さん
下の金銀の塊と右のなかなか働きそうに
ない角２枚が印象的な初形です。手が限ら
れており、すぐに下辺の金銀を働かすこと
ができそうなので一安心。右金を残したく
なる形ですが、あえて先に捨ててしまうの
がちょっとした工夫ですね。35金打から竜
を入手するまでは読めましたが、24金、同
玉の変化で46銀が邪魔駒になっているのが
全く見えず、難渋しました。この変化はと
ても良い感触です。作者もシメシメ、と思

発表誌 詰将棋パラダイス

デパ－ト

ったのではないでしょうか。玉を下段に追

平成 17 年９月

う形になって一安心。下辺の細かい捌きの

発表時の名 関恵里香

後の７５角が快い決め手で最後は「ハ」の
詰上がり。この詰上りは創作難度がかなり

詰手順

高いと思います（この筋以外の詰上り形す

24 と､同竜､15 歩､同王､16 歩打､同王､

ら殆どないでしょう）。それを不動駒ナシ

27 金右､15 王､26 金､同王､37 金左､15 王､

でこの長手数で仕上げるのは、作者な

26 金､同王､59 角､36 王､37 金､25 王､

らではの世界ですね。

26 金､34 王､35 金打､同竜､同銀､45 王､

たくぼんさん （解図 約２時間）

46 飛打､55 王､77 角､54 王､44 飛､63 王､

中盤以降の95角、75角などやり難い手の

53 と､同王､64 銀､62 王､95 角､71 王､
72 銀成､同王､73 歩成､81 王､82 と､同王､

オンパレード。字を作り難い「ハ」の字を

73 角成､93 王､75 角､同竜､94 香打､同王､

見事に浮かび上げたのに驚嘆。

75 銀､85 王､86 飛打､75 王､64 馬､迄

５３手詰

詰上り図

この第 33 番 「ハ」の字は、詰将棋パラ
ダイス誌 594 号の「詰将棋デパ－ト」に載
せて頂きました。
その時の、関嬢の売り込み文句は、
不動駒なしの曲詰は珍しいからと云われ
て修正したら、
「さばき」だけの作品にな
りました。
デパ－トの店長さんは濱川礼さんで、そ
の解説は次のようでした。
★ 全体に広がる図形、作者名からひょっ
したら曲詰と最初に思う人はいるだろ

15

うが、初形だけからでは、これが曲詰

服部彰夫さん作 「ハ」の字

になるとは普通の感覚では想像もつか

発表誌 詰将棋パラダイス

ないのでは。

570 号

平成 15 年９月

★ 手順はそれほど難しいとことはない。
★ 95 角をどのように戦線に送り込むか。
51 からと思うと上手くいかない。
★ 金２枚を捌いてから 59 角と入るのが
作意。
★ 竜をもぎ取るが 35 銀では一瞬 35 金と
も、したくなる。
★ 以降は飛び出した角が大活躍、９筋ま
逃げる玉をアクロバットに追いかけ、
終わってみれば「八」の字。
★ 最初から想像も出来ないのも道理で、
不動駒無しなのだ。

詰上り図 手数は 25 手詰

★ 作者は、さばきだけ、と謙遜するが、
逆に言えば捌きに捌き、しかもこれだ
けの手数で不動駒無しの曲詰。解後感
も抜群だし、匠の世界を感じる感動の
の作品。
天津包子さん
何でこの初形で曲詰や。看寿賞、横浜で
会いましょう。
加賀孝志さん
学校ならＡ。捌きと中央に持ってゆく手
順がたくみで詰上り「ハ々々」と笑い出

熟慮一番、下図を創作。まずは、Ｂ爺さ

したくなる楽しさ。

んへ見せましょうとメールです。

北野龍一さん
初形から想像もできない見事な「ハ」が
浮かび上る。セキエリカといい、今回の
ハといい、作者の年季を感じる。
凡骨生さん
不詰感が漂うが 95 角を働かす金捨てか
ら角の活躍が目立つ作。
Ａ爺さん、パラ誌で服部さんの「ハ」の
字を見て、創作意欲、
「爺にも創れる」
。
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詰手順は、

ら「遠慮の無い評価を歓迎する」

43 金打､34 王､35 銀打､同竜､同銀､45 王､

これが僕の心です。

（詰四会会報より）

46 飛打､55 王､77 角､54 王､44 飛､63 王､
53 金､同王､64 銀､62 王､95 角､以下､

第 34 番

３５手詰

年賀詰「トリ」

この図をＢ爺さんが解図するのに１時間
以上も要したとか。難問？（初手の凡手を
見逃したらしい）
。そして、その返メールに
は「不動駒なしの作品に改良せよ」
、と書い
てある。
（Ｂ爺さんは時々難問を押し付けて
くる。例えば年賀詰は「手数は 25 手以上で、
合駒を入れよ」と条件を付けてくる、別に
嫌ではないけれどね。
）そこで、不動駒なし
に改良？した。これが、改良かどうかは読
者の皆さんが判断してください。
発表誌 おもちゃ箱
「酷評家」

隅の老人Ａ

平成 17 年（酉年）１月

僕の友達のＢ爺さんは酷評家で通ってい

発表時の名 関恵里香

ます。然し、採用される短評を心得ていて、
紙上で本音は聞けません。ところが、時々

詰手順

「Ａ級のプライドを疑う」など辛辣な言葉

96 金､同王､95 と､97 王､88 金､同金､

が飛び出します。本人はこれで作家連中か

98 歩打､同金､96 と､同王､98 竜､86 王､

ら嫌われている、と嘆いていますが、そん

85 と､同王､74 角､76 王､66 金打､同王

な事は有りません。これで不満を漏らすよ

68 竜､57 飛成､55 銀打､同金､65 と､56 王､

うでは一流にはなれませんし、裏を返せば、

55 と､同王､56 金打､同竜､55 角右成､同竜､

酷評を受けるのは、一流中堅の証でもあり

同竜､46 王､47 飛打､同王､67 竜､46 王､

ます。作家は自作がどんな評価を受けるか

47 竜､55 王､56 竜､迄

３９手詰

承知しています。好作だから採用されるの
で、好評は当たり前、嬉しい思いはします

冬眠蛙さん

が直ぐに忘れてしまいます。そんな中で「易

これもいかにもあぶり出し、という初形。

しすぎる、後半がだれる、形が悪い」等の

しかも打歩打開から入るので手がつけやす

悪評は忘れる事ができません。

そう。…と油断して初手から88金としてし

実に、酷評は「ダイヤモンドの輝きに似

まい、98歩に86玉で首をひねる。

たり」なのです。前記の「Ａ級のプライド

そうか、86金を95とに置き換えておく手

を疑う」でも、これを聞いて発奮しない作

があるのですね。好みの序奏です。

家はいないでしょう。解答強豪と言われる

首尾よく68銀を入手したところで合駒選択

人達は過去に多くの作品を見てきています、 ですが、ここは飛成が一番守備に効きそう。
そして優れた評論家でもあります。ですか

55銀と気持ちのいい手を挟み、金を入手し

17

たところで、先の合駒選択が正解と判明し

福島竜胆さんと門脇芳雄さんは共に、

てニッコリ満足。56金から65角成と立ち回

力作。

り、両王手を実現したところでやっと詰上

稲葉元孝さん

がりが見えました。

傑作です。

上辺の駒が不動なのが少しさみしいです

今川健一さん

が、全体的な手順バランスが良く、気持ち

字形良し、詰手順良し。ただ初心者には

よく解けます。これは年賀詰かな？正月休

難しく、詰上り図が解らないかも。

みにコタツに入って、ちょっとお酒を飲み
ながら解くのには手頃かもしれませんね。

最近のトップアイデアは橋本孝治さんの
「ねずみ年」
、
「ネコ」の立体曲詰です。こ

たくぼんさん （解図 約1時間）

れには、正月早々大笑いをさせて頂きまし

飛の移動合から55銀の妙手。広そうに見

た。私も、何時かはこんな年賀詰を創りた

える玉も最後両王手で見事に捕まる。

いと思っている。

毎年、大晦日が近づくとＢ爺さんから年

毎年、ブログ「詰将棋おもちゃ箱」では

賀詰のお誘いが来る。自分が昭和８年の酉

その年の皆さんの創った年賀用の詰将棋を

年生まれなので、この年は「トリ」の曲詰

集めて、年賀詰お気に入り投票を行ってい

を創ろうと直ぐに思い付いた。酉年以外で

ます。A 爺さんが大笑いした橋本孝治さん

は年賀詰のアイデアで、いつも苦労する。

の「ネ→コ」は平成 20 年度の投票で、35

次の 35 番は（ダックスフンド）で戌年、

作品参加で、堂々の１位を獲得でした。

36 番は（初日―陽はまた昇る）で亥年の年

この関恵里香嬢の「トリ」は平成 17 年度

賀詰です。いずれも、アイデア探しに創作

のお気に入り投票で 29 作品中、第４位で残

以上の時間を掛けている。

念ながら、メタル獲得には手が届きません

詰上り図

でした。
橋本孝治さん作 「ネ→コ」
平成 20 年（子年）の年賀詰

この「トリ」に寄せられた感想は、
尼子至恩さん
よどみのない手順。正体はどなた？
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詰上り図 手数は１３手詰

第 35 番 年賀詰「ダックスフンド」

発表誌 おもちゃ箱
Ａさんの「人生双六」 12

平成 18 年１月

糸の切れた奴凧で女房を泣かす？とんだ誤

発表時の名 隅の老人Ａ

解ですよ。泣いたのは奴凧です、月に1度の
給料を「カツアゲ」されるのですから。

詰手順

それだけではございません、地方の名所旧

45 飛､64 王､75 銀､53 王､71 角成､62 香合､

跡を案内しなければいけません。岡谷なら

63 銀成､54 王､64 成銀､同香､55 香打､同と､

近くに諏訪湖やら有名な温泉街があります

44 飛､同飛､同馬､同王､43 飛打､54 王､

し、伊那市ならば、駒ヶ根の千畳敷きカー

66 桂打､同と､55 歩打､同王､45 飛成､迄

ルの絶景や、高遠城跡で「絵島、生島」の

詰上り図

２３手詰

歴史説明、有名な桜の花見にも付き合わさ
れます。
滞在期間の長かった名古屋市での散財たる
や如何にせん。何しろ、愛知、三重、岐阜
の３県と広がります。三重のお伊勢参りを
皮切りに、鳥羽、湯の山温泉、岐阜の長良
川、国宝犬山城、ついには美川憲一の歌で
有名？なった岐阜市の柳ｹ瀬の繁華街、奴凧
のお陰で女房の見識も広がりました。
帰りには新幹線熱海駅下車、熱海の梅園な
どに寄る、いい気なものです。
名西工業の仕事では、日替わりで県内各

冬眠蛙さん

地を飛び回り、名古屋市内で知らぬ土地無

都玉で手も限られており、「多分あぶり

し、とは。詰まらない話は切り上げて、次

出しだなあ、今度は何の字だろう？」と余

は、名西工業の話を紹介しましょう。

裕をかましていられたのは最初の４手だけ

２０ページへ続く。
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でした。71角成に合駒された局面が不詰感

のただよう形であり、更に香合されたとき

この年の「おもちゃ箱」での、お気に入

には63銀成に桂を取る分岐も発生するので

り投票、Ａ爺さん作は僅かに 2 票。1 票は

面倒そう。本能的に避けてしまい、更に43

義理で投票したＢ爺分、残りの 1 票は誰？

銀成が妙にいい手に見えて、そちらの紛れ
にだいぶハマってしまいました。62桂成、

隅の老人 Ｂさん

同飛の変化で、64香、54玉のときの44飛が

４位は９番、隅の老人Ａ作

ちょっと見えにくい手でした。しかし、本

ユニークな詰上がり、発想の妙。象形図

当に香合が作意とは思わなかったなあ。

に比して、年賀状では、あぶり出しは損。

あとは上に逃げられないように、細かく

どかん 5 号さん

手をつないで、45 飛成でゴールイン。
はて、

今年こそは自力でと思いつつやはり“コ

何の字だろう、と少し考えてニヤリ。これ

ン様”に頼ってしまいました。面白い詰

はミニチュアダックスフントですね。作者

上がり図ですが、手順は悪魔級です。
（笑）

の遊び心がうかがえます。
Ａさんの「人生双六」 13
たくぼんさん （解図 約15分）

名古屋市中川区服部＝名西工業。降り立っ

詰上り字にならない？ちょっと消化不良

た駅前の交番で名西工業への行き方を尋ね

か･･･香合は面白い。

るが、判らない。無理も無い、と後から気
付く。名古屋高速の名古屋西インターの近

我が愛犬（写真）の「ミニチュア ダック

く、周囲には田圃が点々と広がっていて、

スフンド」名前を“チャンプ”と呼びます。

蛙の鳴き声がグーグーと煩い。これが名古

年齢は２歳半だから、年賀詰を創った時に

屋の繁華街から車で20分とは、驚きである。

はまだ存在していなかった。その後、偶然

名古屋も田舎だなぁ？（おっと失礼）苦労

に我が家の一員になっただけで、年賀詰と

して辿り着いた名西工業は、この1画にあり

は全く関係が無い。正直な話、
「戌年＝ダッ

ました。（グーグルで追ってみたら、未だ

クスフンド」のアイデアは象形が難しく、

存在。2代目が後を継いでいるのだろう。懐

不鮮明なので失敗作だった。Ｂ爺さんを失

かしい）従業員は凡そ30人、清水建設の孫

敗作に巻き込んでしまい、申し訳なく思っ

請け？で仮枠（ばらし）の仕事を引き受け

ている。

ている。日当は東京に比べると、2～3,000
円は安い。それだけ田舎で、競争相手が居
ないのか？ 然し、寮の個室が居心地満点、
食堂の脇に鎮座ましましている麻雀卓が嬉
しい。社長の人柄が良い、癖の悪い職人が
少ない。働きやすさ抜群なのだ。略歴で触
れた、能楽堂等とは別に、苦労したのは名
古屋高速の延長工事かな？チョッとした高
所作業で墜落防止のネット脇での作業。
（わ
ざわざネットの上を歩いたりして）、名古
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屋で10年近く働いていたら、女房から「も

冬眠蛙さん

う働けないから帰ってきて」だって。その

これもあぶり出しっぽい初形。54と～63

時、私も63歳。キツイ現役との別れの時が

とは第一感で、52角成、75玉まで行ったと

来ていた。 ２２ページに続く。

ころで、馬追い作品っぽく見えてつい85馬。
…一回転できるけど詰まない。どこかおか

第 36 番

年賀詰「初日」

しい。ああそうか、42馬とこっちの香を取
る手があるな。56に効かす桂合が最善な？
67竜、55玉、うーんこれも駄目っぽい。お
かしい…
（ここで20分程考える）
お、そうか55歩が無ければ66玉に33馬があ
るな。初手に戻って54歩から消去するか！
…一見うまそうに見えてワナがありました。
52馬に64玉の変化が詰まないじゃないでか。
やれやれ。またフリダシだ。
（更に20分程）

発表誌 おもちゃ箱

いやあ、見つけるまでだいぶかかりました。

平成 19 年１月

65竜！馬二枚に捕まえる、例の筋だったの

発表時の名 隅の老人Ａ

ですねえ。最初全く捕まるように見えませ
んでした。アレンジがうまいです。59香だ

詰手順

と57歩と捨て合で逃れるので56香が限定打、

54 と､62 王､63 と､同王､36 馬､74 王､

という構成も良いですね。まさか「○」に

52 角成､75 王､42 馬､64 桂合､76 香打､66 王､

なるとは思いませんでした。変化・紛れに

67 竜､55 王､56 香打､同桂､65 竜､同王､

一枚一枚良く働いており、とても感心しま

57 桂打､76 王､54 馬､66 王､75 馬､同王､

した。成香配置もほとんど気にならず、佳

65 馬､迄 ２５手詰

作と言ってよいのではないでしょうか。

詰上り図
たくぼんさん （解図 約1時間）
42馬が分からずくるくる馬を回すこと数
10分。65飛の妙手に気付くまで30分以上。
まさに謎解きでした。これは見事。
２０１０年、筑波山山頂よりの初日の出
を写す。年賀詰に初日、このアイデアは良
かった。Ｂ爺さんとのコンビネイションも
上々。Ｂ爺さんはこの作品に「陽はまた昇
る」と命名して、ご機嫌であった？
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その「おもちゃ箱」の投票時に頂いた
皆さんの感想は、
老化現象さん
さすが曲詰の名手。
武紀之さん
７とセットでより楽しい。
利波偉さん
学校でも通用する好作。
芹田修さん
手順が洒落ている。
金子清志さん
直ぐに調子に乗る爺さんがいます。ハイ、

◎ セット？っぽくない

それは、私、Ｂ爺です。Ａ爺さんが「初日」

長谷繁蔵さん

と題して年賀詰を創作。それを私の処へメ

若い！老人作とは思えない、42 香は質

ールで送図して来た。私も創ろう、しかし

駒だった！ 一票。

同じ位置では面白くない？同じ創るなら，

隅の老人 Ｂさん

Ａ爺さんの詰上がり図を一段下げて、陽が

発想の妙、中央の曲詰でないのが、

昇るようにしよう、です。駄作完成。
「初日」

お気に入り。

よりは、
「陽はまた昇る」の題名の方が老人
らしいと、Ａ爺さんに無断で改名、
「おもち

Ａさんの「人生双六」 14

ゃ箱」へメール。自作と共に年賀のご挨拶

平成６年元旦2日、
「ただいま」と家に帰る。

です。

家では兄弟、子供、孫達が集まり、お正月

隅の老人Ｂ作 「陽はまた昇る」

の宴会の真最中。「オヤジ、ご苦労さん」
で更に盛り上がる。帰宅後のある日、女房
「爺ちゃん、年金、もらっている？」、爺
「年金ねぇ、もらっていないけれど、調べ
てみるわ」。早速、社会保険に出向いて
調べてもらう。小池在職期間中だけでも、
年金が貰えると判明、60歳からもらえるら
しい。苦労して書類を揃え申請する。
驚いたね、もらった年金は900万円。（60
歳からの年金が貯まっていたらしい）
現役引退の骨休めで女房と温泉めぐりを楽

この年の「おもちゃ箱年賀詰展示室」の作

しむ。まだまだ働けるぞ、で、関電工の専

品展示は３９題、Ａ爺さんの作品は獲得投

属誘導員を73歳まで務める。

票数 11 票で、堂々の４位入賞、さすがＡ爺

女房も5年前にあの世とやらに行きまし

さんでした。

た。今は年金を頼りに細々と詰将棋を楽し
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んでいます。78歳、「いつまで生きている

天津包子さん

のよ」とお墓の女房が呼んでいる。

格好良く 23 金打と入って失敗。

ぼちぼち、（作品集を手に）人生の終焉

浅香智行さん

を迎えるか。これにて、人生双六も上がり

初手 42 金が打ちにくい。
☆ 初手に目に付く手が多く、唯一の持駒

としたい。

の金を手放す 42 金打には不利感があ
第 37 番

「パラ表紙」

ります。
小峰耕希さん
何故か５手目に苦戦。
菊池博さん
５手目 34 馬に誘われる。好作。
南拓弥さん
角の押し売り気持ちよかった～。
☆ 24 馬を捌いて 24 桂を実現させねばな
りませんが、動く位置は 34 ではなく
13～12。
小島幸喜さん

発表誌 詰将棋パラダイス

表紙

飛車角が捌けて解後感もいい。

平成 18 年８月

柿久桂古さん

発表時の名 小川悦勇

大駒が消えて詰上がりスッキリ。
☆ 飛を捨てての 12 歩打実現で、最後は

詰手順

42 金も働きました。
岡崎行晃さん

42 金打､23 王､24 角成､12 王､13 馬､11 王､

73 才はまだ若い！

12 馬､同王､24 桂､11 王､13 飛成､同桂､
12 歩打､21 王､32 金､迄

がんばって下さい。

１５手詰

平成 18 年、Ａ爺さんは 73 才、これを書
この 37 番は詰将棋パラダイス誌の表紙

いているのが平成 24 年の秋、あれから何年

に掲載されました。そして、この作品に寄

経ったのか。Ａ爺さん、今も健在、ますま

せられた解答者数は 125 名もあり、また多

す元気。

くの解図の感想を頂きました。さすが、詰
パラ誌の読者には、詰棋の解答に熱心な人

冬眠蛙さん

がが多いですね。その感想の幾つかと表紙

端正な初形で、これはいかにも表紙作。

作品の解説担当田口正明さんの一文（☆）

63竜なら簡単なのになあ、等と余計なこと

を載せておきます。

も考えながら手を探します。色々と楽しそ

神尾眞二さん

うな手順もありますが、やはり一番有力な

初手から 44 桂、23 玉、24 金打以下を考

のは42金から24角成かな？

えて迷路に入った。

12 玉に 34 馬とした人は短編のセンスが
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悪い。なぜなら私も考えたから（笑）。角

パラ誌の表紙に採用され、自己紹介の職

合だけが詰まない。おかしいなあ、いいセ

業欄に詰将棋愛好家と記入しました。高校

ン行っていると思ったのに。…なんのこと

時代のあだ名は「アブ」と呼ばれていまし

はない、
13 馬がありました。取る手は簡単、

た。人間がアブノーマルで有ったらしい。

11 玉と逃げて…で後は一瀉千里。この収束
はいつ見ても良いですね。簡素な初形で、

「詰将棋愛好家」

隅の老人 A

変化・紛れも適量、それでいて手順も悪く

僕の職業は詰棋愛好家といます。

ない。教科書的な作品で作者の器用な一面

「それって、お金にならないから職業とは

を見ました。

云わないよ」と娘に笑われました、勿論、
洒落ですが面と向かって笑われると、つい

たくぼんさん （解図 ５分）

詭弁を並べたくなります。

効率の悪そうな初手 42 金が心理的妙手。
こういうのが大好き。

「生きる」とは何ですか？と聞かれると、
僕は少し考えて「仕事をしている」と答え
ます。仕事には色々ありますね、例えば、

詰将棋パラダイス誌の表紙に作品が入選

専業主婦の奥さんは買い物、育児、洗濯等々、

すると、その表紙の裏面に、その作者の自

時には井戸端会議を開催したりしています、

己紹介の一文が載ることになっています。

お金にはなりませんが、これは立派な仕事

この時の作者、小川悦勇の弁を次に。

です。ボランティアはどうでしょう？

口うるさい女房に先立たれてからは「起

僕が詰将棋を考えたり、創ったりしてい

きて半畳、寝て一畳」のものぐさを決め込

るのは「生きている」証拠です。ここから

んでいる。この齢になると詰マニアの誰も

得意の逆算理論を展開すると簡単に「詰将

が感じるように「詰将棋が趣味で本当に良

棋愛好家は職業である」と答えが出てきま

かった」としみじみ思う。何が良いって、

す。尤も、仕事の価値は相手に与える効果

① にお金が掛からない。

の「軽、重」で決まります、それから云え

② に退屈の海に溺れない。

ば僕の詰将棋は「軽×軽」なので、娘に笑

詰将棋に嵌って 50 有余年、発表数は 50

われても仕方が無いですね。

に満たないが年数だけで「ベテラン」と呼

（詰四会会報より）

ばれている。ここ数年は復活を期待されて

Ｂ爺「詰将棋愛好家が仕事だって？

肩に力が入っていたが、今は解答を主に創

単なる暇潰しですよ」

作も楽しむ程度にしている。
本作、コンビの今川さんからは「小川さ

Ａ爺の独り言―②

んらしくない」と悪評を頂戴したが、結果

「人生双六」が終わり、ヤレヤレと思っ

オ－ライでこんな嬉しい事はない。「表紙

ていたら、次には「Ａ爺の高校時代」を載

に採用された」と知らせたら、ただ一言「良

せると、言っている。文中に女子高生が出

かったね」と返メ－ルあり。表紙初入選、

てくる。Ｂ爺曰く「Ａ爺さんの初恋物語」。

解答者数も 130 を狙っているので、宜しく

勝手にどうぞ。

お願い致します。

この続きは 25 ペ－ジの末尾。
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過ぎました。
（中略）
、小川某が浦島太郎よ

第 38 番 「小駒一式図」

ろしく再浮上したのが数年前、先ず玉手箱
もどきのコンピューターが将棋の世界に進
出している事に驚き、そして詰将棋の解図
ソフトが問題を瞬時に解く事に驚き、更に
詰将棋創作という特殊部門でも活躍してい
るのに唖然としました。詰将棋一局を創る
のに「完全検討」と称しノート 1 冊に詳細
なメモをしていたのは昔の話になりました。
（中略、後略）
以上で独学の記を終わらせて頂きますが
発表誌 全詰連＝ＨＰ

最後に詰将棋作家らしく「小駒一式図」を

平成 15 年８月

載せて置きます。ご笑覧下さい。

発表時の名 小川 悦勇
冬眠蛙さん
詰手順

盤面小駒一色図式ですね。13金と捨てて

13 金打､同王､12 桂成､14 王､13 成桂､同王､

12桂成は煙でたまに見る手順。ミニ煙か

14 歩打､同王､15 歩打､13 王､22 銀生､12 王､

な？…違いました。14玉に13成桂と捨てた

21 銀生､13 王､14 歩､同王､25 金､23 王､

後、すぐに銀生では14玉で失敗。14歩～15

24 金､22 王､23 金､21 王､22 金､迄

歩と据えるのが周到で、銀を置き直してか

２３手詰

ら、歩を突き捨て、金で押し戻す。ささや
インターネットのホームページに「全詰

かではありますが、小駒図式らしい駒繰り

連ＨＰ」がある。ここに詰将棋同好者がリ

を味わえました。軽くパズルチックでもあ

レー形式で、それぞれの詰将棋に対する思

り、ちょっと気に入っています。

い入れ等々のエッセイを載せています。こ
れは、その第３回に載せて頂いたエッセイ

たくぼんさん （解図 ２分）

よりの抜粋です。

さりげない銀の位置変更が上手い。

リレーエッセイ 「パソコン独学の記」

Ａ爺の高校時代

昔なら「古来、稀なり」と言われた 70 歳の

昭和 24 年 2 月

峠を越えました。幸い、詰将棋が趣味とい

ホウ歯下駄を引っ掛け、朝の雪道を走る。

う一風変わったお友達との交流で、ボケだ

井上駅に着くのと同時に電車（長野電鉄、

けは免れています。
音楽は 33 回転の LP 盤、

屋代線、最近廃線になる）がホームに滑り

テレビのアンテナも繋げない時代遅れの電

込んできた。

化音痴が、何故かパソコン購入の暴挙に出

「ちぇ、今日も無蓋車か」最後尾に連結さ

たのが去年の 2 月、会社の若手から「宝の

れた貨車にしがみ付く、吹雪が容赦なく顔

持ち腐れ」と馬鹿にされながら一年余りを

を打つ、寒い。人が溢れる超満員の電車に
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乗れたのは無蓋車でも運が良い、次の電車

か？」
、狭い田舎町では、有るのが自然です。

は１時間後、これに乗れないと１里の道を

それにＡ爺は、高校時代にはバレー部のキ

走らねばならない、遅刻は優等生？にとっ

ャプテンで派手に活躍していたし、野球部、

て、ツライ。須坂駅で下車して、左に進む

卓球部の助っ人で多くの試合に出ていまし

と須坂工業（たちの悪いわが母校、後に商

た。自然に他校の生徒とも交流が生まれて

業高校になる）
、直進すると須坂東高（女学

きます。

校）
、右斜めに行けば西高（真面目な進学校

麻雀を覚えたのも、西校（野球部）の牧

で現在は須坂高校に）
、右方面は須坂園芸

野宏君に誘われたからです。牧野君は須坂

（主に農家の息子達が通学）で四つの高等

に１軒しかない写真屋の息子で父親とＡ爺

学校がありました。

の叔父とは旧知の間柄でした。真面目な西

山裾の長野市を中心にして“善光寺平”

高にも悪は居るんですね。暇を作っては「ポ

が広がり、中央部には千曲川が緩やかに流

ン」
、
「チー」等と騒いでいました。

れ、周辺の山々（飯綱、黒姫、妙高、菅平、

Ｂ爺の得意な麻雀放浪記でも書こうと思い、

志賀、戸隠）が見下ろしていて、遠くには

ジャン歴を書き始めましたが、矢っ張りこ

北アルプスの槍、穂高を望んでいる。六十

れは止めた方が良い。

有余年が過ぎた今も、あの長閑な田園風景

ヤバイ話ばかりが出てきて、益々、恥の上

は眼に焼きついて、忘れようもない。

塗りに成りかねない。高校時代も自慢話で

今日は須坂園芸高校とのバレーボールの

は詰まらない。

試合が待っている。中学から始めたバレー
ボールがＡ爺の本職なのだ。相手チームの

第 39 番

詰上り「４」

メンバーに顔見知りが一人、三好君。同じ
井上村の豪農の息子で、駅で毎日顔を合わ
す。三好「小川さん、今度の上高井地区の
大会に俺と一緒に井上村の選手で出よう」、
村でも顔が広い三好君に誘われて、その日
の夜間練習から参加、参加チームは男女各
１チームなので女子も練習していた。なん
と、東高校（女子高）の山本さん、佐藤さ
んが汗を流していた、これには驚いた、練
習の楽しさが倍×倍増。山本さんは山村で
は稀にみる可愛い高校生で密かに憧れてい

発表誌 詰将棋パラダイス

た、笑顔が素敵である。井上駅では毎朝挨

詰四会作品展

平成 18 年 11 月

拶を交わす、時々帰り道が一緒になる。た

発表時の名 小川 悦勇

だそれだけだったが、これがＡ爺の初恋。
校庭が野菜畑に変身する厳しい食糧不足

詰手順

の時代でも、楽しかった青春の日々を思い

65 銀､同銀､56 桂打､54 王､72 馬､63 桂合､

出す。
「他校の生徒とも交流があったのです

同馬､同王､64 歩打､54 王､52 竜､53 桂合､
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同竜､同竜､46 桂打､同と､66 桂打､同銀､

☆ この時の作品解説は来島直也さんで、

53 銀成､55 王､65 飛打､同王､43 馬､55 王､

「最初から手の選択に迷い桂で香筋をふさ

54 馬､迄 ２５手詰

いだ後もなかなか手が見えてきません。2

詰上り図

度の桂合のあと最後は都で 4 の字となりま
す。手順も限定されており、見事、今回の
トップとなりました。もう 1 枚駒があれば
よりよい字形になったかと思われますが、
それは望蜀でしょう。
」
今川健一さん
足摺岬は台風の通り道、86 の駒は吹き飛
ばされた？ Ａ
利波偉さん
3 手目 56 桂打が難手、以下も難しい。4

北は北海道の「彩棋会」から始まって、

の字になるヒントが無ければもっと苦し

南は福岡の「九州Ｇ」まで、日本各地に詰

んでいたであろう。 Ｂ

将棋の同好会が幾つもありますが、四国地
方には、それがありませんでした。そこで、

☆ 3 手目が圧巻で、実に打ち難い作者の感

須川卓二（たくぼん）さんが四国地方に「詰

性がひしひしと感じられ気持ち良く解図で

四会」を立ち上げました。そして第 1 回作

きました。今後ともよろしくお願いします。

品展が詰将棋パライス誌で開催されること
になりました。この作品はその発会を祝い

続いては、冬眠蛙さん解説。

また激励の意味を込めた曲詰「4」で、早速

攻め駒が強力なのでどうやっても詰みそ

の「詰四会」への参加です。

う。思い切って73馬～62竜位でどうかな？
と読んでみて、思いのほか33竜が強いなあ、

第 1 回の「詰四会作品展」は 5 作品で行

と気付きました。腰を入れて読みなおしま

われ、
この作品は 3.00 満点の評価点で 2.72

す。65銀が最も有力そうですが、55銀にし

を頂戴、解答者には好評でした。

ばらくハマりました。銀がいなくなれば74

詰パラ誌上での皆さんの感想は

馬と出来る、とわかっていても、香先の56

天津包子さん

桂は打ち難い手。72馬とした後の合駒は52

初手に迷う。56 桂打が難かった。Ａ

竜としたときに判明。そうか両方とも桂合

安原嗣治さん

じゃないと55に打てる仕掛けですね。

序の 3 手がカギ。駒の捌きがよく結構楽

そこで43竜～46桂。あれ、字にならない

しめた。

なあ。…またまた勘違いしていました。43

橋本孝治さん

竜に45玉は33銀生で簡単、と思ったら、66

せっかく通した香筋をすぐに塞いでしま

が空くわけですね。ということは、66を塞

う桂打が抵抗感のある手。

ぐ桂捨てが必要なわけです。後は桂捨てに
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45玉と逃げる変化に気を付けて、53銀成で

第 40 番

詰上り「Ｋ」

飛の入手に成功。最後は飛捨てで締めて、
「４」の字が浮かび上がりました。意表を
つく序の桂打に桂合２回、取った桂を連続
で捨てて上部封鎖と、桂の活躍が目立つ一
局です。
たくぼんさん
解いた後、第１回詰四回作品展出題作と
気付く。３手目の桂打ちが解答者を唸らせ
ました。
発表誌 詰将棋パラダイス
（ある日の隅の老人Ａ、Ｂの会話から）

短大

平成 19 年５月

Ａ爺

発表時の名 遊星人

たくぼんさんは、お仕事やバトミントン
等々で忙しいのに、なんでこんなに色々な

詰手順

ことができるの、宇宙人じゃないかな？

64 銀成､同金､42 銀打､54 王､43 銀生､同王､

Ｂ爺

33 桂成､54 王､44 金､同飛､55 香打､同金､

普通じゃないね、宇宙人じゃないけれど、

53 銀成､同王､55 飛､54 桂合､同飛､同王､

“天才たくぼん”だろうな。奥さんが文句

64 金打､55 王､56 銀､同馬､67 桂打､同馬､

を言わないのも不思議。何時、仕事をして

65 馬､迄 ２５手詰

いるのかな、やはり、
“天才たくぼん”だね。

詰上り図

Ａ爺
今、私が一番会いたい人は、
“天才たくぼ
ん”さん。
（４の字の字形について）
詰上がりで「86 の枡目に駒が無い」と指
摘を受けましたが、盤上のバランスを考え
て、わざと駒を配置しませんでした。
創作上では、86（58）に駒を置いた方が
発展性もあり、創りやすい事を付け加えて
おきます。

（作家とコンピューター）

Ｂ―「余計だよ、黙って聞いていれば良い。
」

便利な時代になりました、３０手前後の曲

Ａ―「ハイ、ハイ。
」

詰作品は、コンピューターのボタンをポン
と押せば約１０時間ほどで簡単に作れます。
まさに「詰将棋製造機」
、そこで、Ａ爺はこ
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れを”マシン“と言っています。そして、

る展開にして欲しかった。

そこに出来た作品に多少の作家のセンスを
加えます。これが”マン“です。
「マン、マ

冬眠蛙さん

シン協力システム」
、このシステムは何時ま
で続くのでしょうか？

下段の逃げ道はふさぎようがない。とい

（砂丘より）

うことで、追っても詰む形を求めながら解
図。64銀成～42銀でなんとかなりました。

香竜会に投稿した「Ｋ」の中の１つが、

一安心の後、43銀生～33桂成と置きかえる

パラ誌の短大に採用されました。香竜会の

のは第一感。香を取って55香～53銀成と快

幹事（鳥本敦史さん）が石黒教授に転送し

調な捌きは気分良い。合駒もほどなく桂合

てくれたのでしょう。勿論、マシン使用の

とわかる。最後は邪魔駒消去で「Ｋ」の字

創作です。礼儀上、グループに投稿する時

が完成です。変化は多いですが、筋、筋で

には本名を使いますが、他のコーナーに投

追えるので、比較的易しい方でしょうか。

稿する時には、筆名を使います。理由はマ

それでも水準以上の手順は流石です。

シンとの合作だからです。古い人間ですね。
こんな理由で第 49 番の「大十字」以降、作

たくぼんさん （解図時間 約 15 分）

品の投稿には本名を使用していません。

序の43銀生～33桂成の味や53銀成とちょ

最近使用しているペンネ－ムは（隅の老

っと意表を突く手など見所十分。

人Ａ、遊星人、関恵里香）です。
第 41 番

詰上り「Ｋ」

次は詰パラ誌上での石黒誠一短大教授の
解説の抜粋です。
☆ 作者名と初形から、これは曲詰、何が浮
かび上がるかを楽しめばよい。中略、さほ
ど深い変化・紛れがある訳でもなく、純粋
に手の流れを楽しめる。玉が狭い範囲しか
動かない中でもいろいろな技を繰り出すの
はいかにも現代の曲詰という感じで、変に
悩まされるところがない分、安心して見て
いられる。香竜会で没になったのは、これ
は短大でというあっちゃんの配慮だろう。

発表誌 詰将棋パラダイス

香竜会作品展

平成 18 年 11 月
野口賢治さん

発表時の名 小川 悦勇

玉は中央がよく似合う。シティ派仕事人
の巧技。

詰手順

小峰耕希さん

47 桂､同馬､64 銀､54 王､43 竜､同王､

解いて良かった！ 僕のイニシャルでは

33 香成､54 王､55 歩打､45 王､46 歩打､同馬､

ないか！！ 強いて言えば 66 桂は跳ね

56 銀､同王､78 馬､66 王､67 馬､迄
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１７手詰

詰上り図

今川健一さん
遊び心で、お祭り参加。難しくないのが
良い処。これなら、みんなが楽しめる。
妻木貴雄さん
46 歩と馬を呼んで 56 銀が妙手！ 詰め
上げてスッキリ。
中嶋智志さん
曲詰を見るたびに、自分もやってみたい
なと思う。
冬眠蛙さん

各地で開かれている、グループの会合には

一見して打歩打開モノとわかるので、簡

出来るだけ「つなぎを付けておきたい」と

単そう。馬を持ってくるのかな？それとも

思います。名古屋は第 3 の故郷で、その地

43龍～33香成の筋？88馬とする手もあるな。

の詰将棋同好会、
「香竜会」には一度だけ顔

もしかして44銀～53銀成と56地点で打開す

を出しました。凡爺（橋本守正）、服部彰夫

る？ これでずっと堂々巡り。何日間もハ

さんの両氏には特に親しみを感じています。 マりました。個々の手が全て有力そうに見
その香竜会が作品展を開催するとのこと、

えるのがまた困ったもの。しまいには不詰

これは何が何でも参加しなければで、香竜

か誤植ではと疑い出す始末（校正済かつ検

会の頭文字「Ｋ」の字を３作創作、好きな

討済とはわかってはいるんですけどね）。

作品を選んで下さいと、投稿。その中のこ

初手47桂ももちろん読んでいました。46歩、

の作が「易しいのがヨロシイ」と理由で、

同馬までは。同銀、56玉がどう見ても詰む

香竜会の第 1 回作品展に選ばれました。

筋でないのですぐ捨ててしまったのが大失
敗。56銀が絶妙の一手でした。そして詰上

この作品展の解説は、短大の石黒先生が同

り、まさかの「Ｋ」の字のあぶり出し！

じ名古屋出身のよしみで担当されました。

こういったパズル的な作品の場合、紛れ
が多すぎると作意に辿り着いたときの充実

☆ 初手の 47 桂が軽い伏線でここしか捨

感が薄くなりがちなのですが、この作品は

てられるタイミングがない。これが必要な

最後に絶妙の一手をもってきて、更に意外

理由は後で展開で明らか。中略、45 王まで

性ある詰上り、と演出が最高です。受賞級

追い初手の効果が出る。46 歩打が打歩詰に

の傑作と思います。

ならないように予防したのだ。中略、コン
パクトとにまとまったキレの良い曲詰。

たくぼんさん （解図時間 約 30 分）

作者は一度だけ香竜会に来られたことが

何度解いてもこの46歩、同馬としてから

あり、今回は会のイニシャルＫをいただい

の56銀からの収束に感心しきりです。

た。またのお越しをお待ちしております。
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第 42 番

詰上り「セ」

「エリカの名前を借りて、詰将棋を創るか
なぁ？」と、爺がつぶやく。
「エリカ、将棋
発表誌 詰将棋パラダイス

大学

を知らないから、嫌だなぁ」と、孫から微

平成 17 年５月

かな返事。耳の遠い爺は知らぬ顔で、流行

発表時の名 関恵里香

の玩具（柿木君）で遊んでいる。面白い玩
具で、楽々と詰将棋が出来ていく。

詰手順

エリカは嫌がっていたけれど、出来てし

64 竜､95 王､86 銀打､同王､87 金打､95 王､

まった曲詰はどうしよう。エリカに見せる

94 竜､同王､83 銀生､84 王､73 角成､同金､

事もないし、しゃべる事もないので、詰パ

74 銀成､95 王､86 金､同王､73 桂成､76 王､

ラ誌に投稿をしちゃえ。
「エリカ」の投稿先

87 飛成､65 王､64 成銀､56 王､74 角､65 角合､

は詰パラ誌のデパートへ。
詰パラ誌では、評価、Ａ、Ｂ、Ｃのラン

同角､46 王､55 角打､同王､47 桂打､64 王､
75 金打､同王､76 竜､84 王､86 竜､73 王､

ク付けのないデパートが好きです。
「エリ

83 竜､64 王､74 竜､迄

カ」が早く出来てしまったので、Ｂ爺さん

３９手詰

詰上り図

が「セキ」の二文字も創りなよ、だって。
Ａ爺「ハイよ」
、と軽い返事。これも、Ａ爺
～Ｂ爺とメール交換しながら、たったの 2
日で出来ました。これ、どうしよう？
デパートでは忘れた頃になるので、この
作品は詰パラ誌の大学に投稿しよう。これ
で連作「セキエリカ」は片づいた、ヤレヤ
レ。
（このことは孫のエリカには、内緒にし
ておこう。
）
それにしても、コン君は凄い。詰将棋の
レベルが上がっていく訳だ。コン君が苦手

関恵里香、これは私の可愛い孫娘の名前。

な爺ちゃんでは付いていけないよ。

この「セキエリカ」で連作曲詰を創ろうと
思い立つ。次の写真が、その孫娘。

ということで、この「セ」の字は詰パラ
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誌の大学に登場することになりました。こ
の時の大学担当教授は平井康雄さん、その

冬眠蛙さん

解説を次に。

左に追いこむことが示唆されている初形

☆ 謎の作者ですが、連作「セキエリカ」

ですが、73角成～64竜とカッコ良く攻める

を発表するためだけの名義だったようで、

と上に逃げだされて失敗。他の手順も色々

本作とデパ－トの「カ」でシリ－ズは完結。

と試してみて、「とにかく85桂をなんとか

次回作はまた別の名義になるらしいです。

動かさないと話にならない」とやっと気付

実態は某ベテラン曲詰作家とのことですが、 く。そのための準備工作の手順がまた変化
一応内緒にしておきましょう。
（作風を見れ

テンコ盛りで難渋しました。83銀生～74銀

ばおおよよの見当はつくと思います。
）

成が見事な手順でしたね。

で、関恵里香は作者のお孫さんの名前だそ

86金～73桂成でやっと捌きに成功。87飛

うです。中略。

成、65玉で成銀を動かすが、75と64でどち

☆ 振り返って、不動駒の多さ、特に右半

らか迷うところ。丹念に手順を読み、75成

分がほとんど不動のまま、というのは曲詰

銀だとその成銀が邪魔となって詰まないこ

としては気になるところですが、手順展開

とがわかり、また感心。64成銀だと今度は

はかなり面白い作品と言えます。

捨て合があるわけですが、まさかの角合に

☆ 実力解答者数名から、2 手目 74 金合と

ビックリ。これは取って55角打がカッコ良

して、94 金打、同王、74 竜、95 王、86 銀

さそう…と快調に解き進んだのですが、64

打、以下作意と同様に詰めた解答がありま

玉で角が浮いてしまう。なけなしの金を使

したが、これは 86 銀打、同王、87 金打、

って、75金打、同玉、76竜？でも84玉で左

95 王、ここで 73 角成の好手があって、早

に逃げられてしまうなあ。…とここで86竜

詰、したがって、これは誤答です。

が全く思考外で読みを打ち切ってしまった

実は投稿図には「２手目 74 合駒は 75 銀

ため、だいぶ悩んでしまいました。もしか

以下」としか書かれていませんが、金銀合

したら64成銀は見せ球で、実は75成銀？と

に対しては 75 銀打では詰みません。作者が

か（笑）。よく考えれば、角合～55角打な

この順を読んでいたかどうか疑問ではあり

んて見事な手順、この作者が作意にしない

ますが、作者の意図せざる陥穽ということ

訳ないですよね。最後に気付いたときは苦

になるようです。

笑いでした。４１番の46歩～56銀もそうで
すが、盲点というのは面白いものですね。

加賀孝志さん

詰上がり「セ」の字。力強い序奏と華麗

見事な手順。キメの細かいアヤがあり一

な収束でシリーズ先頭の作品として申し分

手一手楽しめました。セの字の出現も見

ない出来。

事です。
宮浦忍さん

たくぼんさん（解図時間 約 30 分）

86 金～73 桂成に思わず膝を叩いたが、本

何年か前を思い出しながら解きました。

当の感動は、一旦枠から追い出す収束で

何と言っても73角成～序の桂の裏側に回り

した。

こむ順が意表を突きますね

32

第 43 番

詰上り「キ」

もっと時間を掛けるべきで、
「後の後悔、先
に立たず」
、です。冬眠蛙（市島）さんも
言っていた「完成したと感じた時が推敲の
始まり」
、と。偶にしか創らない詰将棋です、
もっと大事に扱いましょう。
短大教授の石黒誠一先生に先んじて、今
川健一さんからの関恵里香嬢のご紹介。
「私のガ－ルフレンドの関恵里香ちゃん、
組曲『セキエリカ』のキの字（伏線入り）
で初登場。他の 4 作も詰パラ誌の投稿中。

発表誌 詰将棋パラダイス

短大

詰パラの皆さん、よろしくお願いします。
」

平成 16 年 11 月
発表時の名 関恵里香

石黒教授
比較的平易な流れの曲詰、という印象だ

詰手順

が、その中で 32 竜の伏線が光る。その他の

42 と､62 王､53 歩成､同桂､52 と､同銀､

部分でも細かく良い手が多く、しっかりと

63 歩打､同銀､32 竜､同金､63 桂成､同王､

創りこまれている感じ。
初入選ということもあり、ある程度平均

55 桂､54 王､63 銀打､45 王､35 金､同馬､
46 歩打､同馬､34 銀生､同歩､54 銀生､同王､

点が伸びるとは予想していたが、ここまで

32 角成､45 王､54 馬､同王､44 金､迄

とは思わなかった。

２９手詰

詰上り図

長い担当経験のおかげで投稿図を見れば
まず作者は分かるのですが、本作の投稿図
は何か見覚えがある気はするのですが、判
然としません。作者の正体がよく分からな
いのは、どうも解説しにくい面があります
ね。
木崎邦雄さん
9 手目の竜捨てに気付くのに一苦労しま
した。
詰鬼人さん

ビックリしたなぁ、学校、半期での最得

金を質駒にする 32 竜捨ては面白い手で

点をマークして、看寿賞にもノミネートさ

すね。詰上りも良好。

れた。まさか、まさか、である。

野口賢治さん

連作「セキエリカ」は総体的には推敲不

あぶり出しで伏線は至難の業。32 竜がピ

足やら、手抜き工事だった。こんな事なら、

カピカ点滅して見える。
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宮浦忍さん

第 44 番

詰上り「エ」

ここしかないタイミングでの 32 竜。曲詰
にこの絶妙手とは本当に初入選？
岡崎行晃さん
難しいが楽しい好作品です。初入選で
すか･･･。素晴らしい創作力です。
北野龍一さん
歓迎！！女流曲詰作家の誕生。
3.00 満点の評価点で、2.86 点を得、この
号の短大でどうどうの首位の座を獲得。
発表誌 詰将棋パラダイス
冬眠蛙さん

デパ－ト

平成 17 年２月

これは攻め駒が玉から遠く、すぐ切れて

発表時の名 関恵里香

しまいそう。しかし、53歩成～52とがうま
い手順で、なんとか攻めがつながりそうで

詰手順

一安心。いや待てよ。今回はちゃんとここ

57 香打､同角成､54 銀成､同桂､67 桂､同馬､

で立ち止まりました。きっと32竜と捨てて

46 金打､同桂､54 竜､同王､44 と､55 王､

金を角筋に持ってきておくに違いない！あ

54 と､同王､63 香成､64 歩合､同成香､同桂､

る種の期待を込めて手順を進めます。

44 銀成､55 王､56 歩打､同馬､65 竜､同王､

55桂が取れないのが少し意外でしたが、63

32 角成､55 王､54 馬､迄

銀と打って45玉まで追ったところで、ほら

詰上り図

２７手詰

やっぱり。34銀生～54銀生～32角成だ！…
あれ、合駒されるな。う～ん。少し考えま
したが35と～46歩で馬筋を事前にそらす準
備工作で解決。最後は綺麗に馬を捨てて
「キ」の字の完成です。
難しい伏線ではない（作者も誤無解を狙っ
ているわけではないでしょう）のですが、
捨てるタイミングが限定できているのには
唸らされます。細かい駒繰りの序奏と相ま
って、芳醇な味わいが楽しめる佳作。
連作なので、デパ－トに順次発表される
たくぼんさん（解図時間 約 50 分）

のが希望なのですが、駄作なのでどうなり

9手目32龍は、最後にもう一度手を戻して

ますやら？

指しました。インパクトのある一手。
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この時の詰将棋デパ－トの店長さんは、濱

にその桂を46まで飛ばすのは気分が良い。

川礼さんです。

54竜～44とでようやく角筋が開きますが、

☆ 初形からなんとなく曲詰は想像できる。

ここで少し手が止まりました。52桂が威張

☆ 56～57 への退路が見えているので、初

っているので54と～63香成がちょっと意外

手 57 香打は当然の一手ではあるが、玉方

な感じ。合駒の歩（香だと先に打つ手順前

の駒が三つ利いている所に打つのは少し

後が成立しますね）を取ったところで、ぱ

抵抗がある。

っと最後まで手順が見えました。霧が一斉

☆ ここで、銀を 54 に成り捨て、同桂とし

に晴れるような、この感触は詰将棋の醍醐

てから攻方の桂を 67 に跳出すのが気持

味のひとつでしょうね。数独やクロスワー

良い。 中略･･･、

ドではこういった感じ方はできません。

☆ 次も取った金を直ぐに打って捨て、玉方

果たして思ったとおりの手順で「エ」の

の桂が跳んだ跡地に竜を捨てる。この辺

字の完成。変化・紛れを含めて、桂の使い

りにリズム感がある。以降もと金を捨て

方の巧さに感心しました。

角道を通してからの開き王手に軽い合駒
と緩むところがない。収束も竜捨てで華

たくぼんさん（解図時間 1時間超分）

麗に決まる。

紛れも多く難解でした。それだけに最後

☆ 細かいやり取りが巧妙な解後感のすこ

の竜捨てからの詰上がりは気分爽快です。

ぶる良い曲詰。新人とは思えない、何
者？！という声多し。

第 45 番

詰上り「リ」

今川健一さん
恵里香ちゃんは高校生。ガ－ルフレンド
の入選は嬉しい。
野口賢治さん
ネームシリ－ズで難解作を連発する作者。
とても「エリカちゃん」という雰囲気で
はない。
凡骨生さん
邪魔駒消去も入り「エ」ー感じです。
「リ」「カ」も期待しています。

発表誌 詰将棋パラダイス

デパート

平成 17 年３月
冬眠蛙さん

発表時の名 関恵里香

上部脱出が見えていますが、それを防ぐ
57香打は同銀成で66への逃げ道も空きそう

詰手順

でやりにくい。…のですが、結局正解は57

56 銀打､同王､46 飛､同銀生､67 銀引､55 王､

香打。同銀には75竜があるわけですね。

45 と､同金､56 歩打､同金､同銀､同王､

54銀成と桂筋を外す手も芸が細かく、更

57 金打､55 王､46 金､同馬､44 銀打､56 王､
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45 竜､同馬､38 馬､46 王､47 馬､迄

54 とで簡単だし、同銀成も 67 銀引から

２３手詰

詰上り図

56 歩としてここで清算をして積む。
☆ よって玉方も 46 銀生と、67 銀引～56
歩を打歩詰にしようと対抗する。
☆ 攻方も 67 銀引と攻めるしか無いが、こ
こで 45 とと捨てて打歩詰を打開する。
☆ 以下 56 で清算して、一瞬不詰感が漂う
が、56 金と打ち据えるのが急所の一手。
玉方は同銀とは取れないのだ。
☆ 以下は竜を捨て、駒が捌けて「リ」の
字が浮かび上がる。
☆ 全体としては良くまとまった、手馴れ

「リ」の字の創作に要した時間は 2 時間。

た感じの曲詰。

創作時間が長いから、短いからで、作品の
良否は判定できない。偶々、短くても、詰

須川卓二さん

将棋の女神が乗り移り、意外な好作が生ま

よく見る筋かもしれないが、何故だか心

れる時がある。私の例としては、第 27 番の

地良い。

「1 の字」
。年賀詰が目的で軽い気持ちで着

凡骨生さん

手、2 日間で中篇作が出来る、そこへ突然、

飛切りから銀生の心地よい手順の曲詰で

幸運の女神が舞い降りて来て、こんな面白

す。64 とがチョット気になります。

い手順が有るよ、と、教えてくれた。その
後 3 日で発表図に至る。

冬眠蛙さん

当時は、柿木君は我が家には居なかった。

手が付けやすい初形。54の金をこの場所

もし、あの時、柿木君が居て、私を助けて

で取れないのは間違いなさそうなので、3

くれていたら、あの作品は 10 数時間で完成

手目46飛と思いきった局面打開が必要、と

していたと思います。それが自作中のベス

いうわけですね。45とから金を奪ったとこ

ト 5 に入るのだから、何が起きるか判らな

ろで67に打たず、敢えて銀にぶつけるのが

い。本図の 2 時間は手抜き工事の産物なの

少しいい味ですね。44銀を見つければ後は

で、ご免なさい。

わかっていても気持ちいい収束で「リ」の
字の完成です。左辺が動かない不満はあり

この作品も 44 番の「エ」の字と同じくデ

ますが、銀生も入って水準はクリアできて

パ-トでの発表、で、解説は濱川さん。

います。

☆ 盤面中央で密度の濃い駒配置。いかに
うまく解すか。

たくぼんさん （解図時間

☆ 初手はなけなしの持駒を捨てる 56 銀。

7 分）

「リ」はあぶり出しには難しい字だと思う

他にやりようが無い。ここですっと 45 飛

が、後半～収束と綺麗にまとまっています。

が気持ち良い一手。同馬では 67 銀から
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第 46 番

詰上り 「カ」

線手で、本当は作り直す気持ちは、さらさ
ら無いのである。
本作も発表はデパート、従って、解説は
デパ－ト店長の濱川礼さんにお願いです。
☆ 逃げ場の無い玉だが、捕らまえるのは
容易ではない。まず、いきなり 86 金では
なく 76 香、同桂と 84 への退路をわざわ
ざ作るのが難しい。
☆ 66 玉は初形に比べるとかなり玉の自由
度が増し、合っているのか不安になる。

発表誌 詰パラダイス テパ－ト

ここで 77 銀と戻してから、57 桂が強烈

平成 17 年５月

な打開手段。65 銀を取られると 54 玉が

発表時の名 関 恵里香

あるので、非常にやりづらい。以下、よ
うやく 69 馬が働きだし駒を派手に交換

詰手順

した後に最後は 36 馬と華麗に飛び出し

76 香打､同桂､86 銀､66 王､77 銀､65 王､

「か」の字が出現。
☆ 序から最後まで緩みの無い、そして解

57 桂打､同飛成､76 角､56 王､68 桂打､同竜､

答者心理を巧みについた力作曲詰。

58 飛､同竜､57 銀打､同竜､67 銀打､同竜､

☆ 色々と話題を呼んだ作者「名」であっ

同角､同王､68 飛打､56 王､66 飛､45 王､
35 金打､54 王､36 馬､迄

たが詰パラ平成 17 年 7 月号で述べられて

２７手詰

詰上り図

いるように、曲詰で一世を風靡したベテ
ラン小川悦勇氏の作品であった。
次回は正々堂々と（笑）？本名で投稿し
て頂きたい。
北野龍一さん
作者の名で浮かび上がるシリ－ズのた掉
尾を飾る力作。84 に逃げ道の出来る 76
香は一番最後に考えた。
須川卓二さん
最初から最後まで全く緩みのない傑作。

「不動駒が多いから、作り直そうか？」と、

学校だと半期賞も狙える。

Ｂ爺さんに問いかける。それに就いては、

宮浦忍さん

何の反応も無かった。「良かったなぁ」と、

大駒の利きを使って 54 玉と逃がさない

ホッとする。実のところ、手順には些か自

攻め上手い。収束も変わった味。

信は有ったし、初手は地味ながら好きな伏
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冬眠蛙さん

「リ」手抜き工事で中の下。

45番と打って変って、いかにも手が付け

「カ」初手がお気に入りの伏線で、上の下。

難い初形。飛筋を開ける67桂がいかにも筋

大甘な自己評価で済みません。

に見えて、だいぶ苦労しました。86銀と取
る手に同玉と取れないことがわかってやっ

Ｂ爺さんの連作採点。

と半歩。77銀と追う手も取れない。これで

先ずは、5 作品の詰上がりの字形。

また半歩。一手一手手探りで進めます。
76角、56玉で手が詰まる。う～ん、銀邪魔
だなあ。どっかで67桂と打てれば…と一瞬
後ろ髪を引かれたものの、同銀生とされる
と76角が無くなってしまうので、やはり誘
い手でした。しかし、68桂～58飛とはまた
武骨ですねえ。同竜に57銀～67銀がカッコ
イイ。飛を手にして68飛がピッタリでした。
最後に馬が飛び出して「カ」の字の出来上
がり。初手76香は何となく打ってしまうの
ですが、私の筋が悪いだけかも。84を開け
る不利感は確かにありますね。５作連作の
中では最も力のこもった手順でした。
たくぼんさん （解図時間

1時間）

初手 76 香～77 銀が難手で、中盤以降も
好手連発、収束も見え難い。好作で言うこ
となし！
連作「セキエリカ」の自己採点
関 恵里香
平均的な曲詰で何処と言って特徴が無い。
連作「セキエリカ」を採点すれば、
「セ」変則的な合駒が出てきたりして、上
の下、２手目金合で危うく不詰。本来、
75 銀が初手だった、初手 64 竜は不詰
の方が誤解者多数で面白かった。（46
角は 55 角で）
「キ」上の下、32 竜の伏線は面白いが、初
形がチョッと重い。
「エ」中の上、１歩を合駒で稼ぐので。
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この稿を書いている平成 24 年 12 月、Ａ
爺さんの現在の生きがいは、愛孫「関恵里
香」嬢の結婚式に参列することです。前掲
の写真のエリカ嬢も月日の経つのも早いも
ので、昨年、成人式もすみました。
結婚、曾孫の誕生、さて、その次は？
Ａ爺さん、お互いに長生きしようね、Ｂ爺。
昭和３０年代を振り返る
詰棋書「この詰将棋がすごい 2012」の中
で上田吉一さんが選んだ好きな作品 8 局に
山田修司氏の「捨て小舟」が取り上げられ
ていた。旧パラ 1951 年 9 月号（昭和 26 年）
に発表された作品で、リアルタイムで解答
した思い出が湧いてくる。
夢の華 第 14 番 「捨て小舟」

この 5 作は連作でなので、1 字ごとの字
形の美しさは勿論だが、5 作の字形の大き
さ、バランス等も採点上では大きな評価基
準になる。字形、大きさ、詰上がり図での
駒配置は全く上手く創られていて、いちゃ
もん専門のＢ爺でも文句のつけようがない。
100 点満点で 90 点を進呈。後の 10 点は？
これ以上の連作をＡ爺さんが創るかも、で、

山田氏 19 歳、小川 17、更に 2 つ若かった

残りの 10 点は取って置きます。

北原義治氏も旧パラでは解答者番付で横綱

各作品の詰手順については、解説者、解

を張っていた。私は昔から解答者に興味が

答者のお褒め？の言葉、感想で上述です。

引かれる。何故、難解作が解けるのか不思

次は各題の詰手数。

議でならない、そこで北原氏に手紙を送る。

セ＝39 手、キ=29 手、エ＝27 手、リ＝23 手、

当時、北原氏は長野県は飯田市に住んで

カ＝27 手。連作なのである程度は手数の長

いました、飯田大火災前の頃です。このよ

さも揃っているほうが望ましい？と、これ

うにして北原氏との長い付きあいが始まり

はＢ爺の意見。セ＝39 手は少し長手数だっ

ました。小川、北原のヒヨッココンビに比

たかな、です。

べれば山田修司氏は格上のお兄さんだった。
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このヒヨッココンビ、よく言えば若鷹コ

でした。同じく双方不成市松も、北原氏に

ンビが始めたのは「交換検討」やら「郵便

言わせれば「左下の配置に無駄がある」に

将棋」
、表半分までビッシリと書かれた葉書

なってしまう。
（岡田氏が古今曲詰ベスト

が週に一度は舞い降りてきた。その北原氏

10 に選んでくれたのにねぇ）
。

の内容たるや。短中篇を始めてとして実戦

北海道には大御所の山田修司氏、大塚播

型長編まで難解作の目白押しに驚く。

州氏、鳥越九郎氏のグループがありました。

若き北原氏の得意の分野は、不成り、合

我ら３人組もライバル意識が多少あり、意

駒を含む長編だったと、と思う。
（短編で記

欲作で対抗していた。ライバルではないけ

憶に残っている作品は２,３局しかないが、

れど、岡田敏氏との文通も始める。
（卓球の

長編は苦労して解いたので今も多くの作品

話しか記憶に無い）
、ただ 1 つ、馬鋸入曲詰

が記憶に残っています。
）

1 号での会話は覚えている。小川「不完全

交換検討は 2 年も続けただろうか？コン

作の修正発表は諦めたので、この構想を引

ビの 2 人は疎開先の長野県から東京、然も

き継いでください」
、かくして、岡田氏が馬

同じ江戸川区内に引き上げてきた。交換検

鋸入曲詰 1 号を発表してくれました。

討は終わり、膝を突き合わせ週に 2～３度

私にとって山田氏は別格です。
（23 番）
「迷

の検討会に変わった。手元には、旧パラ、

路」は、私が大学院を担当していた時に大

風くるま、近代将棋、詰棋界などの雑誌が

学院に出題させてもらった作品ですが、そ

あり、掲載された作品の評価も始める。

の時、並べて出題させていただいたのが山

（近代詰将棋の先駆けとなった連中がこの

田氏の作品でした。
「憧れの作者と並べて

時期に良く集まったと、今に思う。）小川、

作品を発表する」、大きな夢が叶った一瞬で

北原のコンビに間も無く黒川、門脇の両氏

もあります。

を入れたグループが出来上がり、ワイワイ、

夢の華 第 41 番 昭和 38 年 5 月

ガヤガヤと作品の検討やら感想会が始まっ
た。
（なんでも有りの楽しい集まりでした。
）
昭和？年、正月 2 日、小川宅に門脇、北
原、黒川、小川の 4 人が集まり新年会を始
めた。門脇氏は歌劇のアリヤを熱唱。北原
氏は三橋美智也の歌が好き。黒川、小川は
訳の分からぬ、都々逸やら民謡を唸ってい
た。
（その様子は旧パラ誌上に写真入りで江
東 3 人男として紹介されました）。
こんな調子だからお互いの作品を褒めた
事などありゃしない。小川の「風くるまⅡ」

その後の山田氏との交流は？

も門脇氏には推敲不足でコテンパンに叩か

（29 番）
「マクドナルド」は山田氏が小川

れていた。
（山田氏が近代将棋の名局リバイ

に引導を渡した図面、そのものです。未発

バルで取り上げてくれたのにねぇ）
。ただ１

表図もいろいろと見せていただきました。

つの褒め言葉は「小川の曲詰は見所がある」
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昭和３０年代、腕に覚えのある作家連中

は将棋雑誌を土俵に見立てて、意欲作で凌

詰手順

ぎを削る。会話や交流こそ無かったが、お

84 桂打､同金､82 金打､93 王､95 香打､82 王､

互いが１つになり大きな輪を作っていた。

71 馬､73 王､75 飛打､同金､62 馬､74 王､

偶に会合などで顔を合わせれば、遠慮のな

84 金打､同歩､63 馬､迄

１５手詰

い話で盛り上がる。名古屋の服部彰夫さん
が、彼の作品集「砂丘」で上京話を書いて

パラ誌のデパートに投稿、しかも遊星人

いた。これも懐かしい。

の名前を借りて。この小品の狙いは、３手

北原氏他の交流は出会いから１０年を過

目に香を打つと、93 飛合で逃れます。そこ

ぎ、小川が２５歳で結婚すると次第に薄れ

で玉を 93 の地点に移し合駒をさせない。短

る。北原氏との住まいも離れ、氏は近代将

評で利波さんが、初めて見たと、狙いを看

棋を舞台にして巨椋氏等と作品を競い始め

破していました。実は、このエキスが少々

た、
「オグラのコーちゃん」と呼んで親しげ

の小品には壮大な歴史があります。
（オーバ

であった。小川も「コーちゃん」と会って

ーですが）５０年も前に既に完成するも（形

いた。彼の作品の事は覚えていないが、
「小

は違う）お蔵入り。その後「古狸」と命名

川さんは受賞作がないから、無冠の帝王だ

して中篇に改造。ひねり出した作品は 10 局

ね」と言われたのが妙に頭に残っている。

以上になります。検討の経過では、森田銀

北原氏と最後に会ったのは、詰将棋研究

杏さんに大分潰されました。労作が有った

会の会合だった。巨椋さんと最後に会った

に何故短編で発表したの？

私にも良く判

のは、北原氏の納骨で九品寺のお寺だった。

りません。50 年前の記憶が忘れられなかっ

昔なじみの詰棋人は作品集を残して、皆

たのか、今では、中篇の記録も無くなりま

去って行く、寂しい。小川悦勇もこの「雨

した。今川さんに「何故、詰将棋を作るの？」

滴」を残して詰棋界を去ろう。

と聞かれた。答えは「詰将棋を創作してい
る時が楽しいから」です。
「人に見てもらい

第 47 番

たい」が次に来るのかな？
この小品発表で過去の歴史は全て終わり
ました。それなのに、何故、
（発表も出来な
い）第 48 番の作品に繋がるの？ おかしい
ね。未練が残っているのかなぁ？

第 48

番の創作過程については、次ページで。
この時の詰将棋デパ－トの店長さんは濱
川礼さんでした。その解説は下記です。
先ずは作者の弁、3 手目に 95 香打は 93
飛合で不詰、これが唯一の狙いです。
☆ 実戦型、追い詰めた玉をいかに仕留める

発表誌 詰将棋パラダイス
平成 19 年１月

か。
☆ 初手は 82 金打とはやりずらいので、ま

発表時の名 遊星人
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ずは 84 桂と打ってみたい。同歩は 83 金
で簡単だし、同金が作意のようには思え

冬眠蛙さん

ますが、82 玉も中々考え所のある変化で

次の48番の方を解いた（…というより誤

ある。

解した）記憶がありますので、こちらの原

☆ 同金に一目は 94（95）香打であろう。

図？の方が余程簡単そうに見えました。

同金とは取れないし、試しに 93 桂合とし

…が、案の定３手目95香打として、飛合に

て見ると 82 金、同王以下（作意手順）で

首をひねる結果に。そうか、82金打と一枚

綺麗に詰む。どの合駒でも影響が無さそ

使うのが飛合を拒否する妙手なのですね。

うだしこれが作意か？

この金一枚余計に使う構想はなかなか素晴

☆ 実はここに罠があり 93 飛合という強

らしいと思います。

防があるのだ。最終手 63 馬を同飛と取ら

解き終わった後で、あれ、2手目82玉は？

れて逃れ！

と考えてしまいました。83銀成で早く詰み

☆ では飛合は防げるのか？

ますね。飛が取れる形なので盲点でした。

☆ 非常にやり難いが先に 82 金と打つの

ちょっとした隠し味ですね。

だ！ そして一旦 93 王と吊上げ（同王と
は取れない）、93 に合駒出来ない状態に

たくぼんさん（解図時間 10分）

してから 95 香とするのだ。

あれ詰まない？？ いやいや閃光一発、

☆ 以下は 82 王に 71 馬から王を追い出す

75飛！

ようにして 75 飛以下綺麗に詰む。
☆ さりげない配置でも、単なる手筋物で

第 48 番 「傷だらけの人生」

はない。狙いを秘め、そして綺麗に詰め
上がる、解後感抜群の熟練技。
今川健一さん
持駒に桂があるなら打ってみよ、とか。
でも、打ち辛いね。中程はこれで良いか
の不安感で、収束は綺麗、お見事。
佐藤司さん
煩わしい変化が多く、この短手数に落ち
着いたのが不思議。
利波偉さん

発表誌 ＨＰ 「たくぼんの解図日記」

最初 3 手目 95 香打 93 香合で詰ましてい

平成 19 年 5 月 3 日

たが 93 飛合で不詰とは･･･。合駒を打た

発表時の名 遊星人

せない為に玉を合駒を打つ場所に誘致す
る、誘致打駒とでもいうべき手筋でしょ

詰手順

うか？ 珍しいと思いますがどうなので

94 香打､93 飛合､82 金打､同王､71 馬､73 王､

しょうか？

62 馬､74 王､76 飛打､75 桂合､84 馬､同王､
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日記」に“力試し”として、載せて頂き

86 飛､85 角合､76 桂打､73 王､63 金打､同角､

ました、有難うございます。

82 飛成､62 王､63 銀成､同王､72 角打､53 王､
93 竜､同香､63 飛打､44 王､64 飛成､33 王､

出題時のコメント

45 桂､23 王､33 金打､同銀､同桂成､同王､
34 銀打､24 王､23 銀成､同王､45 角成､32 王､

「傷だらけの人生」
、この作品が人の目に触

22 と､同王､24 竜､31 王､32 歩打､41 王､

れられた事で満足をしています。少しだけ

42 歩打､32 王､33 歩打､31 王､41 歩成､同王､

補足すると、この作品の原図は前出の第４

32 歩成､同王､23 馬､43 王､33 馬､52 王､

７番です。その詰手順の紛れで出てくる 93

54 竜､53 角合､64 桂､62 王､51 馬､71 王､

飛合いを使った作品を創りたいとＢ爺さん

61 馬､同王､63 竜､62 角合､52 桂成､71 王､

と話している内に、数日で、この「傷だら

62 成桂､同角､72 歩打､82 王､71 角打､同角､

けの人生」になりました。収束での手順前

93 香成､同桂､84 香打､91 王､92 歩打､同王､

後は修正不可なので、投稿は出来ません。"

83 竜､91 王､81 竜､迄

投稿を目的にしない創作の遊び"です。

８７手詰

第 47 番の影に消えた多くの作品群に未

「解図日記」のたくぼんさんのコメント

練があるのか？ 93 飛合を活かした作品も

今回、詰四会報向けに遊星人さんより投

残したいのか？ 「お前も諦めの悪い奴だ

稿を頂きました。無理を言ってその作品を

なぁ。」
、そんな気持ちは無いのだが、つい、

当日記にて出題してもいいですかとお聞き

93 飛合を活かした作品群から１つを選び、

したところを快く了承頂きました。ありが

Ｂ爺さんに見てもらう。例により、何やか

とうございます。というわけで、第１回普

やと注文の多い事。右辺上部で終わった作

通詰将棋出題として発表します。

品に「玉を還元させろ」だって。そんなこ

手数は大学院級（51 手～）です。一筋縄

と出来るのかな？ 柿木君に助けてもらえ

ではいかないかもしれませんがよろしくお

ば、何とかなるかな？

願いします。ヒントとして作者も言われて

玉を元いた位置に還元させるには、
「上部

いる通り今年（平成 19 年）の詰パラ１月号

に追ってはダメ」
、「角、馬を活用、中盤に

デパート３番を見てみるとよいでしょう。

打った桂も活かす」
、正算創作には違いない

なお本作には終盤に作者も言われる手順

が、後は運を天に任すより無い、変化は柿

前後があります。題名の由来でもありその

木君に読ませ、ひたすら、玉を引き戻す手

点は、大目にお願いしますね。
（出題責任は

順を考える。女神の助けも有り、漸く本図

たくぼんですので）
。

にたどり着く。 収束の手順前後（７７手目）
は、その女神にも直せないらしい。

★ たくぼんさん

投稿する気は初めから無いのだから、こ

第２回詰四会の課題に呼応して詰四会報

こらで、良いにしておこう。

に送って頂いた作品です。残念ながら詰四
会作品展には発表できませんでしたが、こ

☆

須川卓二さんと交わした私信に、この

のまま埋もれさすには惜しいので、詰四会

作品を貼付したところ、
「たくぼんの解図

報に掲載させて頂きました。しかし見れば

43

見るほど、皆さんにお見せしたくなり急遽、

名でした。作者の予想は３～５名位かと

第１回普通詰将棋出題ということで発表さ

言われていましたが、私（たくぼん）は

せていただきました。ご了解頂きました遊

もっとあると期待していたのですが、ま

星人さんには感謝です。

だまだネットだは難しいのかな。

今回の出題に際しての作者の言葉

ともあれ解答・コメントを頂きました

「傷だらけの人生」 遊星人

次の３名の方には感謝いたします。

偶々、私信に添付しただけの作品が思わ
ぬ展開で人目に触れ、嬉しい思いをさせて

冬眠蛙さん・・・①

頂きました。作家は自作だけに適用する「こ

え～と、正直に書くと誤解しました。24

だわり」を持っています。私の「こだわり」

竜、31 王のところで 32 歩、41 王、42 歩、

とは、詰手順に手順前後を許さないという

同王、43 歩、同王、34 馬、32 王、33 竜、

こと。また、非限定の駒交換と玉方応手を

41 王、51 歩成、同王、53 竜、41 王、42 歩、

許さない、等々です。他人の作品では気に

31 王､51 竜、22 王、23 歩、12 王、11 竜、

も留めないのに、何故か自作では許せない。

同王、33 馬、12 王、22 馬、迄。

「こだわり」とは不思議なものですね。

34 馬に 54 玉で綱渡りで逃れているのが

「馬鹿は死ななきゃ治らない」、こんな作

盲点でした。手順前後って？と思って柿木

家は私一人に願いたいものです。

で調べてみて愕然としました。…ので正解
カウントはしないでください。ああほんと

★ 詰パラ１月号のデパートに発表された

にがっかり。何ががっかりしたって、作意

図の２手目 93 飛合の紛れを作意に昇華

の収束を味わえなかったこと。まさか左に

させたのが本作。それにしても飛合～75

戻って詰むとは！ 手順を見るだけでも感

桂跳ねとは素晴らしい手順です。この順

心するのに、自力で解けたら本当に感動で

で作品を創りたいと思うのは当然でしょ

きただろうになあ…。まだまだ修行が足り

う。中盤も一筋縄ではいかない手順が続

ません。

きます。とくに 34 銀～23 銀成は難手で

誤解箇所に至るまでの手順も感心しきり

す。一目 24 銀の方が筋が良さそうに見え

でした。まずそもそも 76 飛、75 桂のとき

ますね。そして続く 23 銀成！

の 84 馬～86 飛に気付かず、３手目 83 銀成

その後の右上での歩打～歩成のやり取り

～84 桂の紛れに迷い込み、やっと辿り着け

など目を見張る順が続き最後は 91 での

ば角合の利きに悩まされました。最初は 76

雪隠詰。玉の大移動・この駒の捌け具合

桂、73 玉に 65 桂と一本効かすのがうまそ

･･･も印象に残ります。この実戦形から指

うに思えたのですが、ちゃんと 81 まで角が

将棋の手数並みの８７手の傑作。作者の

利いていて逃れ…。あとは 33 で精算して

こだわりには、口は挟めませんが、ここ

34 銀から 23 銀成もやりにくく、64 飛成、

で発表できたこと良かったと思います。

33 玉に 34 金から 43 歩としてだいぶ悩みま
した。また、23 銀成に上に逃げたときに竜

解答者は３名！

追いで１歩使わないといけなそうに見えて

解答者は（コメントのみを含む）は３

歩が不足したり…。考えどころが多く、局
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面打開の快感をそこかしこで味わえました。 は仕方ないとは思いますが、13 歩は残した
最後の手順前後は確かに惜しいですが、ほ

くないですね。しかし上手く収束がまとま

とんど気にならないです。たくぼんさんに

ってます、71 同角が成程と思いました。

は失礼ですけど、パラ誌で発表しても相当
な高評価だろうに、ちょっと勿体ないなあ

岩田俊二さん

…と思いました。誤解はしましたが、とて

私は解くほうは全く不得意ですので，柿

も楽しめました。またの出題を心よりお待

木将棋Ⅷで鑑賞した感想です。香打に効き

ち申し上げます。 ではでは。

をつくる飛合から桂の移動合いで効き通し。
もう一度効きをみた角合。このへんまでが

冬眠蛙さん・・・②

主題で，あとは収束でしょうか。

この作品は以前に解図に苦闘した記憶が

前半だけなら私でも作れそうな気がしま

生々しく残ります。前半の作者との読み比

すが、全体的にまとめるのが難しいのです。

べのような濃密なやり取り。93 飛合、85

この後をまとめてしまう力がとてもすごい

角合の深謀遠慮に感じ入ります。でも作意

です。

とわかる手順なので、嬉しくなるのは自分

【正解者】 とみながさん 1 名！

だけではないでしょう。65 桂と軽く捨てた
くなるのをこらえて 45 のと金を取ってか

たくぼんさん

ら、34 銀～23 銀成が英断の一手。ここから

何年か前に解図日記で出題させて頂いた

今度は我慢比べのような細かい手順が展開

「傷だらけの人生」ですね。懐かしい。

されます。特に 32 歩、42 歩から後で 42 歩

93飛合～75桂跳の手順は未だに頭に残って

が邪魔となってもう一度 33 歩を打たなく

おります。手順前後、駒交換非限定を作者

てはならない、この部分は渋いながらも素

は気にされてはいるようでしたが、解答

晴らしい感触です。
（解図時はここで我慢で

者には些細な部分。それ以上の感動をたく

きなかったんだったなあ。苦い思い出です）

さん頂いております。

ここを乗り越えると、最後は再び右辺へ。
馬捨て、角捨てと最後は素晴らしい締めで

第 49 番 詰上り「大十字」

した。収束の手順前後は「気にする人はす
ればよい」くらいの小キズです。
飛合逃れを紛れにして上品に仕上げた 47
番とは好対照の力作という言葉がぴったり
くる作品。星の数ほども？発表されている
実戦形作品の中でもかなり上位にランクさ
れると思います。
とみながさん
持駒が歩４枚になった時は、間違えてい
るのではないかと、正直焦りました。88 歩
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発表誌 詰将棋パラダイス 大学院

詰上り図

平成 16 年１月
発表時の名 小川 悦勇
詰手順
15 香､23 王､22 と､同王､11 角打､32 王､
33 歩打､同金､同角成､同王､34 金打､同王､
25 と､44 王､35 銀､55 王､54 と､同王､
57 香打､55 金合､同香､65 王､64 金打､同銀､
同銀成､同王､54 金打､65 王､57 桂､同馬､
76 金打､同王､77 香､87 王､76 銀打､77 王､

一流作家の誰しもが、変化、紛れを重視

69 桂打､66 王､77 金打､56 王､65 銀､同王､
57 桂､56 王､65 角打､57 王､47 と､同竜､

している。だが、私は軟弱者だから、出来

67 金､同王､69 竜､77 王､68 竜､86 王､

るだけ変化、紛れの少ない作品を目指して

66 竜､97 王､96 竜､88 王､98 竜､77 王､

いる。そして、初形と手順のバランスだけ

87 竜､66 王､76 竜､57 王､58 歩打､同竜､

を心掛ける、古い形の作家です。
大菱市松は作らないの？と聞かれたこ

56 竜､迄 ６７手詰

とがあります。ただ、捌いて形が現れるの
門脇芳雄さんは「大十字が出来るのを待

は有りますが、お見せ出来る様な作品では

っていたら、
『曲詰百歌仙』が何時出版出来

有りません。今は空欄になっている第５２

るか判らない」と、嘆いていた。岡田敏さ

番に、この「大菱市松」創作して、埋めた

んも「創って四大曲詰に入れたい」
、と言っ

いとは思っているけれど、それは何時のこ

ていた。

とやら？です。

それなら、
「この大十字の創作に挑戦しま

この 49 番「大十字」は詰パラ誌の大学院

しょうか」と、手をつけたのは良いけれど、

で出題されました。その時の大学院は近藤

成る程、
「右辺から左辺へ、上から下へ」の

真一さんで、その解説は下記です。

展開が非常に難しくて、創作に立ち塞がる。

☆

小川作品は大型曲詰で作意に入れば詰

私は常々「大型曲詰の手順には何かテー

上りにたどり着けるはずだが、落とし穴が

マを持たせたい」と思っているのだが、そ

あった。初形から「引き違い」の詰上りを

んな余裕は持てなかった。完成図は変化紛

予想された人がいるかも知れないが、詰上

れが多く、難解さだけが残る。小川作品で

りは「大十字」であった。形を作る手順に

は異端児でコン君に頼らない最後の作品と

終始することなく、考え所のある手順で、

しては、会心作の一歩手前に留まってしま

手順を重視する作者の力量が存分に発揮さ

った。

れている。大型曲詰は無理作りが目立つ事
が多い。詰上りの不動駒の配置の意味には
っきりしない駒があったり、手順に非限定
がある等である。本作も 5 筋上部の 3 枚が
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気になるが、変化を調べてみると十分に働

須川卓二さん

いている事がわかる。何より手順が完全限

素晴らしい十文字。曲詰というだけでな

定であるのが素晴らしい。作者は奢る事な

く手順も素晴らしい。紛れも結構あり。十

く冷静に分析している。作品完成の到達点

の字の浮かび上がった時の感動は忘れられ

が高く、小川氏の純粋な志を感じる。

ない。

以上が近藤教授のお褒めの解説。

以上 5 人の感想がパラ誌の解説時に掲載
されましたが、後日、下記の感想が送られ

「大十字」は作例も少なく創作では難条件

て来ました。

の部類に入ると思います。発表図は今川さ
んに自信作の早詰を指摘され修正した作で、 たくぼんさん
序に不満があり会心作とはいえませんが水

かつて悪戦苦闘して解いた記憶が蘇りま

準作と思っています。

す。筋らしい手がなかなか見えず紛れの森

正解者 16（Ａ点=14、Ｂ点=2、Ｃ点=0）

で彷徨い続けました。そして浮かび上がる

平均点 2.87/3.00

大十字。感動、感動、感動。

今川健一さん
雄大で盤面いっぱいの「十」に感激。詰

冬眠蛙さん

手順は巧みな序に始まり、妙手 57 香打から

いかにも自分一人では解けなそう。とい

の難解な中盤、そして龍追い趣向の収束と、

うことで、詰棋友の西君・利波さんととも

息を吐かせない。年初の大学院の出題とし

に詰とうほくで解図しました。まず初手 15

て最適、最高。好作。

銀としてあれ簡単？いやいや 68 馬が思い
のほか強い。しょっぱなで躓いたら浸り曰

高橋耕之介さん

く、
「この初形は大菱っぽいから、17 に香

配置から菱形と思ったが進めていくうち

を残すのはあり得ない。15 香の一手」
。な

十字に気がついた。駒の清算が多いだけに

るほどそういうものですか。…しかし、以

この逆算には恐れ入る。ただただ感服しま

降なかなか菱形っぽい形ができない。変化

した。

読みにくたびれた揚句、
「よし、大十字に軌
道修正して上部を無理やり捌こう」
。意外と

中沢照夫さん

二人のセンスも当てにならない（笑）こと

19 手目 57 香で決まりと思われたが、55

が判明します。12 角の筋を捨てて 11 角と

金の捨合がありその後も大変。途中「十」

すれば金一枚温存でき、更に上部に駒が残

の字になりそうだったので、粘りました。

らないことがわかり、やっと前進。しかし
55 玉に手が詰まる。54 とと取るしかなさそ

凡骨生さん

うだけど、56 香に 55 金合？同香に 65 玉？

大型曲詰のヒントで「大菱」か「大十文

変化詰むの？…この辺りは二人の力に頼り

字」と見当をつけて解きました。15 手目あ

切り。なんとか詰みそうらしい。
「金４枚だ

たりから「十」になりつつ馬を奪ってから

もの、きっとこうでしょう」以降、54 に金

収束の龍追いが楽しかったです。

を据えるまでなんとか辿り着く。65 玉に 57
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桂跳ね～76 金は私の発見
（ちょっと自慢）
。

Ｂ爺

…が、馬を取るところまで行くも、83 角、

この第 49 番の大型曲詰（大十文字）は、

57 玉の局面が詰みそうで詰まない。また皆

創り難い図形の一つでしょうね。第 49 番の

で顔を突き合わせて悩む。かれこれ２時間

他にＢ爺さんの知っている詰上り「大十文

半にもなるし、流石に会合での解図は無理

字」の図は上記の一作だけ。参考までに、

だったか、と諦めかけたところで、西君が

これを載せて置きます。飯田岳一さんの作

65 角の短打を発見！龍追いに辿り着いたと

品で発表は近代将棋 昭和 58 年 10 月号、79

きの感動はちょっと忘れられない一瞬でし

手詰で、第 62 期 塚田賞の特技賞を受賞し

た。58 歩～56 龍でついに大十字完成。三人

ています。

そろって詰上りをかみしめ、
「いや疲れたね
え」
。特に序盤から中盤の変化の厚みは少し

第 50 番 「花車」

重厚に過ぎたかもしれません。しかし盤面
一杯を活用しての大十字は本当に見事の一
語。この詰上りは左右双方の駒に意味づけ
を持たせるのは至難の業で、それを思えば、
私たち３人の苦労は作者の苦労に比べれば、
本当にカワイイものなのでしょう。それに
しても２人の読みの深さには本当に感心し
ました。 白状しますと、実は 55 玉の局面
があまりにも詰みまで遠く見えたため、
「こ
こまで合っているか、どうかだけを PC に
聞いてみよう。
」ということで佐原さんの柿
木将棋で"詰む"ということだけ一回確認し

発表誌 近代将棋

ています。手順は全く見てないので作者に

昭和 63 年 2 月

は許してもらいましょう。

発表時の名 小川悦勇

第 49 番 参考図 飯田岳一 作 近代将棋

詰手順
13 銀生、35 玉、24 銀生、46 玉、35 銀打、同金、
同銀、55 玉、44 銀、64 玉、53 銀生、74 玉、
85 馬、83 玉、84 金打、72 玉、63 馬、同玉、
73 桂成、同と、62 金、54 玉、44 と、55 玉、
45 と、66 玉、77 銀、57 玉、56 馬、同玉、
48 桂打、同と、46 と、同玉、43 竜、35 玉、
95 竜、同香、44 銀生、46 玉、55 銀、35 玉、
46 銀、26 玉、35 銀、同玉、45 竜、24 玉、
33 銀生、23 玉、24 歩打、14 玉、13 桂成、同玉、
15 竜、14 飛合、23 歩成、同玉、14 竜、同玉、
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24 飛打、15 玉、16 歩打、同玉、27 金、15 玉、

投稿しましたが、対抗馬の駒場氏「六冠馬」

26 金、迄 ６７手詰

に攫われました。この作品で、いろいろな

詰上り図

若き日の思い出が浮かんで来ます。題して、
「花車」です。
駒場秀男著「ゆめまぼろし百番」 第 21 番
「六冠馬」

この作品に作者の付けた題名は、
「花車」
。
各処に現れる銀の輪舞に,ぴったりの優雅
な命名ですね。ところが、実際はこの題名
は作者のＡ爺さんの通っていたスナック
「花車」よりの拝借。こんなところにも，

Ｂ爺

Ａ爺さんの遊び心が感じられます。解いて、
解けて、嬉しくなる作品です。

「塚田賞」の受賞を目指して、近代将棋
に投稿したとか。受賞を逃して、さぞ無念
だったでしょうね。受賞できるか、否かは

その、小さなスナック「花車」は名古屋

「時の運」にも由ります。
「六冠馬」の他に

駅西の中村地区にあり、昔、ミス名古屋に

どのような作品が候補に上ったは知りませ

チャレンジしたママは典型的な名古屋美人

んが、Ｂ爺がこの 2 作から選ぶなら、
「花車」

で、ミャぁミャぁとお喋りが好きだった。

を推します。人それぞれの好みにも因りま

そんな気さくでお洒落な社交場が好きで、

すが、「六冠馬」には、25 手目に余詰？の

私も常連客の一人になっていました。お客

キズあり、です。この作品を「塚田賞」に

の中に将棋が趣味の叔父さんが居て、偶々、

選んだ人は、このことを知っていたのでし

詰将棋の話が出たのであろうか？その辺は

ょうか？ まあ、いづれにしても、Ａさん、

定かでないが「スナック花車をイメージし

残念でした。

た曲詰を創る」の創意が湧いたのは覚えて
いる。ロマンチックな発想とは異なり、お

冬眠蛙さん

気に入りの銀の動きと大型曲詰との繋ぎ合

盤面一杯の配置に期待と不安が。49 番の

わせは困難を極め、完成まで 2 年。森田銀

悪夢がつい頭をよぎります（笑）
。

杏さんには人知れずお世話になりました。

33 龍が 15 玉で駄目となれば銀を取るしか

「塚田賞候補」とおだてられて近代将棋に

ありません。交換をはさむものの、53 まで
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連続で動く銀の序奏はなかなかの感触で、

的に形を作っていない手順が素晴らしい。

これが筋かな？と期待。85 馬～調子よく馬
を捨てて、そこで 62 金から更に追う…ど

第 50 番 参考図 1

門脇芳雄氏 作

第 50 番 参考図 2

岡田敏氏 作

第 50 番 参考図 3

森田銀杏氏 作

うも形が定まらない。なるほど、きっと 63
馬、同玉の瞬間に 73 桂成と捨てておくので
すね。これで後々95 龍と歩を取るわけだ、
と勝手に納得。同時に詰上りの形は多分大
菱だ！とここで気付きます。
ここで、『後は形になるように追えば…』
と気楽に構えたのが大失敗。まず 77 銀、同
玉に 88 馬が見えずここで一苦労。それでも
56 馬と英断の一手をかまし、手順に龍の活
用まではできました。ところが、ここから
先がなかなか見えません。95 龍で一歩補充
するのは良いが、以下追っても届きそうで
届きません。だいたい 53 銀も 17 金もなか
なか動けそうな形にならない。ここでだい
ぶ時間をロスト。45 龍からあれやこれやと
局面をいじって、大事そうな 26 桂が実は邪
魔駒であることに気付いたとき、そう、盤
面には 53 銀が残っている！これが当たり
だ！この瞬間がたまりません。
44 銀～55 銀～46 銀～35 銀と銀追いで桂
を消去。序奏とセットになっていることに
気付いて更に感心。ああなんという美味。
以下は詰上りが見えているだけに流石に易
しかったです。
大模様でありながらとっつきが良く、気
持ちのいい捌きの手順の合間にさりげなく
伏線手もちりばめて、これは作者ご自慢の
一作でしょう。素晴らしい作品、ありがと
うございました。
たくぼんさん （解図時間 2 時間以上）
序と終盤に現れる銀の舞。56 馬の強手。
そして浮かび上がる大菱。これほど美しい
作品は早々お目にかかれない。決して機械
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Ｂ爺

第 51 番 「揚羽」 修正図

上記の参考図 3 題はＡ爺さんと親交が深

詰上り 大襷

かった今は亡き棋友 3 人の同じ趣向の作品
です。あんなこともありました、こんなこ
ともありました。あれも夢、これも夢、こ
こで、3 方へのＡ爺さんの思い出の一言で
す。
Ａ爺 故人との思い出。
門脇さん
人生双六２で少し触れましたね、門脇さ
んの実家は高田馬場の神田川沿いにあり、
それほど高くない板塀に囲まれた和風の平

発表誌 詰将棋パラダイス

屋造りで、お母さんはおしとやか。初めて

平成 14 年 6 月

お会いした門脇さんは白の絣の浴衣姿が良

発表時の名 小川 悦勇

く似合う高校生で、いかにも育ちが良い好
青年でした。詰将棋の想い出はすっかり忘

詰手順

れてしまいましたけれど、ご馳走になった

99 歩打､同王､97 竜､89 王､99 飛打､78 王､

うな丼の味が忘れられません。

79 金打､67 王､57 と､同と､78 金打､76 王､

後からの話ですが、高校生の勉強の邪魔を

77 金､85 王､96 竜､84 王､83 桂成､同王､

する将棋仲間は招かざる客であったとか。

94 竜､73 王､72 と､同王､74 竜､73 桂合､
64 桂打､同銀､63 竜､同と､同と､同王､

敏さん

64 歩､54 王､44 と､55 王､45 と､同王､

この大菱は敏さんの会心作で自慢の作品

36 銀打､55 王､56 歩打､同と､44 銀打､54 王､

です。敏さんと最後にお会いしたのは関東

55 歩打､同と､53 銀成､同王､17 角､同金､

地区の全国大会でした。大した会話も無い

63 歩成､54 王､64 と､43 王､44 歩打､34 王､

ままに別れてしまいましたが、あれが最後

25 銀､23 王､24 銀上､12 王､13 銀成､同王､

ならお話したい事が山ほどあったのにと悔

14 歩打､同王､24 金打､15 王､16 歩打､同金､

やまれて仕方が無い。

25 金､同王､16 角､14 王､24 金打､15 王､
25 金､16 王､26 金､17 王､27 金､18 王､

森田さん

28 金､19 王､88 金､迄

８１手詰

連作、トランプ詰のダイヤです。Ａ爺も
熱心に詰将棋研究会に出入りをしていた頃

この作品をパラ誌に投稿の時に、売り込

で、トランプ詰の 4 作は忘れられません、

みのキャッチ フレーズとして、曲詰「大襷」

何故ならば感想文を森田さんから頼まれ、

の最長手数と書き加えている。各分野の最

苦心して解いた記憶が蘇ります。

長手順など、特別なジャンルを除けば手数

感想は詰研会報に載っていたと思いますが。 の長いのは自慢にならない。
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曲詰に限って言えば、より短手数で創意

く決まらないので不安になります。しかし、

を伝える方が難しい。

どう考えても 79 金～78 金打はこうするし
かない。おっとと金を捨てるのはお約束で

詰上り図

すね。66 香が浮くので難しそうに見えるの
は流石の演出です。
72 とと捨てて 74 龍まで追ったところで
嫌になる合駒読み。ここがかなり個人的に
難関でした。何合でも 64 桂から 63 で清算
して、変化は多いけど詰みそう。どうもお
かしい。65 角を防ぐ桂合を見つけたときの
安堵感（？）はちょっと言葉にできないも
のでした。もういいや、きっとコレだから
後は変化を飛ばしちゃおう。
（63 龍に 71 玉
でちょっと慌てたのは内緒です）
。
都まで追いあげたまでは良いのですが、

スナック「花車」から 50ｍほど離れて、

そこで 45 と～36 銀打がちょっと指しにく

居酒屋「揚羽」がある。ここのママさんは

いゴツイ順。難しそうな変化が意外に簡単

読書好きで、カウンターの隅にはいつも面

で、一番詰みそうな 55 玉が正解なのにちょ

白そうな小説が２,３冊重ねて置いてあっ

っと驚きました。軽快な銀歩送りから 63 歩

た。井上靖の「敦煌」を借りて読んだ事も

成・64 とでやはり引き違い、と部分的に確

ある。
「花車」との交流も多く、当然、こ

信します。やっと左に追いこみました。13

ちらにも常連として通う。曲詰「花車」を

銀成から 14 歩とたたき、24 金、15 玉…う

完成させた後、居酒屋「揚羽」のイメージ

ーむ。ここですぐ気付きました。
『ああ、や

で曲詰を創り始めたが発表までには至らず。 はり一本取られてたか』
。17 角と捨てる必
構想 20 年、平成年代に入り、原図とは姿を

要があったのですね。しかも、そのタイミ

変えた完成図を詰パラに投稿する。

ングが一番自然な流れの 53 銀成～63 歩成

私の場合、詰将棋の創作には動機が欲し

の隙間、というのが良いです。

い。第 50、51 番は始めに命題ありきで、創

さて、16 歩、同金であとはこの金を取れ

作は後から着いてきた。

ば…。この瞬間に全て見えました。
（手順自
体は平凡ですけど）なんて劇的な収束なん

冬眠蛙さん

でしょう。最終手 88 金で完成するのですね。

本当に遅れました。昨日の夜にやっと解

ずっと（この形はどっかで間違えたのかな

けました。

あ）と思いながら進めてきたので、感動も

飛を取ってその飛を打ち、追いまわすの

ひとしおでした。大型曲詰ならではの、詰

はすぐ見えるのですが、49、50 番と解いて、

上りに喝采です。

もうこの作者なら最後は引き違いに違いな

この収束の飛金をちゃんと初形から消し

い、と確信していただけに、下の形がうま

いるのは見事で、これが最初から置いてあ
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ったら、鈍い冬眠蛙でも先に気付いてしま

首猛夫 教授

ったかもしれません。逆算にかなり苦労さ

驚異の復活を遂げた巨人小川氏の第 2 弾。

れたのでは、と思われますが、充分に報わ

今回もすばらしい内容で、最終手まで緩の

れている、と思います。伏線の入れ方も素

ない手順で解答者から絶賛の評を多く戴い

晴らしく、掉尾を飾るにふさわしい傑作で

た。・・・ここから詰手順の解説が始まり、

した。あとは番外の１番のみ。週末くらい

3 手目の 57 金の妙手、21 手目の 63 龍（不

には解けるでしょうか。頑張ります。それ

利交換手筋）、41 手目の 17 角捨ての伏線、

では。

最後に、巧妙に金を入手して再度の 24 金が、
玉を下段に追い落として香筋を避けた最終

たくぼんさん （解図時間

1 時間半以上）

手まで、ため息の出るような作品。

序の伏線手 57 と、巧みな小駒の捌き、中
盤の伏線手 17 角、そして最後まで空いてい

佐藤次衛さん

る 88 空間の謎。唯、引き違いが現れるだけ

盤面いっぱい「大襷」が描かれる。まさ

では、満足しない作者のこだわりがひしひ

しく職人芸！ 56 金の消去と 17 角の大業、

しと感じられる傑作。

伏線が素晴らしい。

Ｂ爺

久後生歩さん

この第 51 番の「揚羽」の原図の発表は、
詰パラ大学院＝平成 14 年 3 月号でしたが、

17 角が気付きにくい伏線。曲詰としてこ
れ以上派手なものはない。

その原図には早詰（15 手目 72 とのところ
で、64 と以下）がありました。

五茂須光さん

第 51 番 「揚羽」の発表図

伏線の入れ方がまさに職人芸。詰上りを
想定して何とか手をつなぎました。
明石顕治さん
見所は 3 手目金の消去、２１手目龍先龍
と、41 手目 17 角のタイミング等素晴らし
い大引（だったかﾅ）です。
ここで、この「揚羽」の項を読んでいる
皆さんへの質問。この「揚羽」の詰上り図
の名称は？

この時の大学院の教授は首猛夫さんで、

引き違い、大襷ｏｒ大引、いろいろありま

その解説でこの発表図に早詰があったにも

すが、貴方なら、この詰上り図を名付けま

拘わらず、戴いたお褒めの言葉を次ぎに、

すか？

続いてこの作品を解いて下さった解答者の
感想文も載せておきます。

今川健一さん
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曲詰両巨頭の２題を解いて、その創作力

2.73/3.00 の高得点で、同時発表の「揚羽」

の巧みさ、確かさに酔いしれました。形を

を遙かにうわまわる高得点でした。

作るのも難しいのに、妙手好手を鏤め、伏

この名作も今では殆どの詰棋人に忘れら

線まで入れる、その技量は驚きです。50 手

れています。これでは少し寂しい。そこで、

を超える大型曲詰は少ないでしょうが、ま

ここに掲載です。

たの出題を待っています。
再び、首猛夫 教授
ここで少し脱線。

仕事を終え事務所に帰る道すがら、1 本

今までに幾つの詰将棋が創られてきたかは

の携帯電話。なんと作者小川さん本人から

分かりませんが、その創られた詰将棋の輝

で、新しく購入した「柿木将棋」に本作を

いていたのは、よほどの名作は別としても、

解図させたところ、余詰らしいとの報告。

ほんの一瞬です。ほとんどの作品は、その

一瞬、血の気が引いたが、幸いなことに、

作品の発表（出題）時と、その出題への解

その後、すばらしい修正図が送られて来た

説時の 2 度だけ。 詰パラ誌の半期賞や、年

ので、ホッとした次第。修正図の方はコン

間優秀賞の看寿賞受賞作品でも詰棋人の間

ピュ－タチェックもＯＫで、引き違い曲詰

で話題になるのは、短期間でしょう。

の最長手数作品らしい。この点に関しては

所詮、詰将棋は謎解きパズル、その謎が

従来の作品に対する知識がなく断定は出来

解ければ、その答を知ってしまえば、終わ

ないので、識者の教えを請うしかあるまい。

るものでしょうか。夏の夜空の打上げ花火、

修正図はもちろん賞の対象になりうると

パッと咲いて、パッと散る、詰将棋もこの

思うのだが、これについてもみなさんの御

花火に似ていますね。

意見を伺いたい。

次の図は「揚羽」が出題されたパラの大

新たにコンピュ－タとプリンタを購入し

学院で同時出題された安達康二さんの作品

て、再び創作に意欲を燃やす小川氏。おそ

です。

らく私とは 20 歳も離れていると思われる

詰将棋パラダイス 552 号

氏のたゆまぬ精神に畏敬の念を感じます。

安達康二さん作
柿木君
平成 14 年のある日、Ａ爺さん、ふとした
はずみで巷の噂に高い柿木将棋（コン君の
ソフト）を購入。そのソフトをコン君にイ
ンスト－ルして、早速に柿木君の解図の実
力は？と、最近パラ誌に発表した「揚羽を
入力。
「詰」のボタンをキーでポン。待つこ
と暫し（タッタの 33 秒）で、
「47 手で詰み
ました」と柿木君。Ａ爺さん、
「アレ奇妙だ
な、柿木君はどこかで間違えている、儂の
この安達さん作品の解説時の評価点は

手数は 75 手の筈、それでは、一度調べてみ
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よう」
、柿木君の指し手に従って駒を動かす、 いていて、いまや必須のアイテム・・・・。
まず 3 手目の 57 金に柿木君は、同とと取ら
ずに、76 王と逃げての 47 手詰。ここで 57

番外 1 番 「古狸」

同とと取ったらどうなるの？ 57 同とと駒
を動かして、再び詰のボタンをポン。こん
どは、タッタの 10 秒で「39 手で詰みまし
た」
「やっぱり奇妙？」と思いながらも、柿
木君の指し手のように駒を進める。15 手目、
Ａ爺さんの指し手は 72 と、続いて同王です。
でも、柿木君の指し手はここで 64 と、同銀。
「これで詰んだら早詰？」と慎重に柿木君
の指し手に従って駒を進めて、「なるほど、
詰みか。」、Ａ爺さん、早詰を確認、納得。
柿木君の実力を認識。

未発表

そして、
「揚羽」の詰手順解説は詰パラの

作者名 小川 悦勇

6 月号だから、その号に間に合うように「揚
羽」を修正しよう、そして余詰の検討は柿

詰手順

木君にお願いしよう、です。

63 銀打、同竜、41 馬、43 玉、46 香打、45 金、

修正図が完成、柿木君の検討も無事パス、

54 金打、同竜、45 香、44 竜、32 馬、同玉、

そこで大学院の首猛夫教授に「早詰があり

33 金打、同竜、24 桂打、同馬、33 銀成、同馬、

ました、修正図を送りますので、宜しく」

22 飛打、31 玉、42 香成、同馬、21 飛成、同玉、

と電話。これ以来、柿木君には新しい作品

22 と、迄

25 手詰

が出来るたびに、その余詰検討でお世話に
なっています。

番外１番への作者コメント
第 47 番 短編（原図）の中で、紛れに出

小林徹さん

てくる 93 飛合の代わりに、ここでは初手の

最近のソフトには勝てませんね。

銀打で敵方の竜を質駒化している。番外で
載せるほどの図面ではないが、Ａ爺の創作

首猛夫 教授

過程の一例として取り上げてみた。簡単な

謎解きのスリル、興奮、考える贅沢、こ

短編の原図とは言え、その陰には第 48 番の

ういった至福の時間を与えてくれるのが、

長編や番外１番のような作品が消えている。

「詰将棋を解く」という行為です。

同じく番外 2 番は 26 番（めいと２）を原図

確かに作る方にとってありがたいソフト

として消え去った図面です。そんな訳です

でしようが、解く方にとっては解答チェッ

から、Ａ爺の創作中一番の楽しみは、一つ

ク以外にあまり意味がないのではないかと

のネタをあれやこれやとひねくり回してい

思うのですが・・・・。

る、これに限るようです。

いまの将棋ソフトはいろいろな機能が付
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冬眠蛙さん
番外１番の感想を送付します。比較的早

番外 2 番 「秘剣」

く解けて良かったです（笑）。
持駒が多いので若干初手に迷いますが、
41 馬から 32 馬として手が続きそう。32 馬
の前の上部脱出を防ぐ 46 香には、45 金の
移動捨て合。うん、これは筋的には間違い
ない。しかし 32 馬～33 馬～66 桂は 64 玉で
明らかに不詰。右辺の配置も活きない。い
ったん戻る。この作品集の解図では何度こ
れをやったことか（笑）
。
46 香打・45 金の筋は持駒に金さえ残して
おけば成立する形なのを確認し、よく分か

発表 「冬眠蛙の冬眠日記」 ＨＰ

らないが 63 銀打を入れてみる。同龍に 41

平成 22 年 7 月

馬、43 玉、46 香打と同じ手順をやってみて、

作者名 隅の老人 Ａ

45 金の瞬間に 54 金打とする妙手を発見。
なるほど、63 龍を質にするための初手です

詰手順

ね。金を手放すので 32 馬と出来ないが、45

24 金打、同玉、51 馬、33 角合、同馬、14 玉、

香と金を拾えば、3 段目の龍効きが消えて

24 馬、同玉、51 角打、33 角合、同角生、34 玉、

いるから詰み。…と思ったら、44 龍とする

46 桂、同金、24 角成、同玉、51 角打、33 角合、

手がありました。うーむ、なかなかやるな。

同角成、14 玉、69 角打、36 歩、15 馬、同玉、

しかし、32 馬～33 金で香筋を通すと右の

25 金打、16 玉、26 金、17 玉、27 金、18 玉、

13 と・11 銀の出番が。24 桂打の軽手を挟

19 歩打、同玉、28 銀打、18 玉、19 歩打、29 玉、

み、龍を奪ってからは一気呵成の収束でし

47 角、迄

37 手詰

た。うまいこと香も捌けて気持ち良いです。
やはり一度読んでいる筋ですので若干解

番外 2 番への作者コメント

きやすかったです。しかし特に 54 金捨て～

一度は消え去った作品なのに、
「冬眠蛙の

44 龍のあたりまで、虚々実々の攻防は解き

冬眠日記」で蘇りました。B 爺さん、この

ごたえがありました。

作品の解説には、あまり多くのページを取

ということで、やっと最後に辿り着きまし

らないで下さいね。

た。…あ、いや、47 カラット（番外 3 番）
が残っていましたね。これは今週に取り組
むことにしましょう。ではでは。

冬眠蛙の冬眠日記 特別出題
さて、それでは以前予告いたしました、

Ｂ爺

特別出題を行います。

蛙さんの解説がまことに適切，これでは

出題にあたって、作者からお言葉をいた

Ｂ爺の出る幕なしです。

だいております。ヒント代わり？に、ご覧
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ください。

7 月 19 日に特別出題しました小川悦勇さ
ん作の解答締切日まで残り 3 週間程になり

○○ 作者の言葉 ○○

ました。実は冬眠蛙はやっと本日、この作

小川悦勇作品集前編（問題の部）を昨年

品が解けました。やっとヒントが出せます

に完成、今は後編（解説の部）を執筆中。

（笑）
。

前、後編共に今川健一さんの協力が絶大で、

ヒント 手数は 30 手台です。難解、ととい

然も、後編では冬眠蛙さんの作品感想付き

うわけではないのですが、閃きが

とは何たる幸運か。この作品集（電子冊子

必要なタイプの作品です。

で非売品）を多くの人に読んでもらいたい。
そこで、冬眠蛙さんにお願いして「作品

締切日までにまだ後２週間あります。ヒ

集前編」の“ばら撒き“を試みました。作

ントも前述でちょろっと書いちゃってます

品集の名前は「雨滴」
、作品が雨粒みたいな

ので、よろしくお願いします。もらった解

ので、今川さんが命名です。

答の短評を見ても『解いて損した』なんて

特別出題の作品は「番外の２」で難易度

評は、もちろん皆無。時間をかける価値の

は高くない。これで、冬眠蛙さんにお願い

ある作品ですヨ。

して「作品集の前編」の“ばら撒き作戦“を
試みました。今回は、この出題に解答して

解答者数、現在累計で 17 名！いや～、や

いただいた方、全員にこの「雨滴」の前編

はり作品と賞品が良いと違いますねえ。

を贈呈しますので多くの解答を宜しくお願

まだの方、解答を出して、作品集「雨滴」

いします。また、解答の時に寄せられた皆

の前編をゲットしましょう！

様の感想は、総て後編に載させて戴きます。
これも宜しく。

上記のような冬眠蛙さんの広告、宣伝の

老人二人でぼちぼち、よたよたと編んで

おかげで、
22 名の方から解答を頂きました。

いる後編の完成予定は、早くても、平成 22

ここから、冬眠蛙さんのこの特別出題へ

年末です。その時まで、二人は生きている

対する、まことに懇切丁寧な解説を載せさ

かしら？ （尚、後編はかなりのページ数

せていただきます。

になる予定で、で、有料になるやも知れず、

この番外 2 の作品に，Ａ爺さんは「秘剣」

ウフフ。 この点、ご了解賜りたく）

と命名しました。どんな秘剣が飛び出すか
は冬眠蛙さんの解説で、どうぞ。

冬眠蛙さん
ということで、応募された方全員に「雨

冬眠蛙さん

滴」の前編（作品の部ですね）の電子版を

30 手台の中編にもかかわらず、大勢の解

メール送付いたします！ どしどしご応募

答、まことにありがとうごさいました。

ください。

それでは解答を 3 回に分けて掲載します。

解答送付先：hirokiichishima@yahoo.co.jp
（感想も必ず付けてください）

特別出題の解説 （前編）
冬眠蛙の冬眠日記 特別出題
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隅の老人Ａさん 作
ここで 33 角の捨合が飛び出します。これは
香で 27 の銀を取りたくなりますが、
33 金、

取る一手ですが、同馬 14 王、
（途中図 3）

24 王、27 香とすると、14 王で手が続かな
い形です。この銀は「取れずの銀」となっ
ているようです、では、24 金、同王、51 馬、

今度は 26 桂、同金としたとき、15 歩打が
打歩詰の禁手。33 角合は 23 に馬筋を効か
せて打歩詰を誘致しているワケです
馬を働かせて上部にニラミを効かせるのが

でもそうは言っても、持駒に角を得たのは

正解。ここで 14 王は 26 桂、同金、15 歩打、

大きな戦果。ここで 15 馬と切っても詰みそ

23 王、33 馬、12 王、22 馬で詰みます。

うですが。15 馬、同王、25 金、16 王、26

そこで、玉方の秘策は？

金、17 王、27 金、18 王、19 歩打、同王、
28 銀打、18 王、これで不詰。長手順進めて

33 角合、
（途中図 2）

しまいましたが、次の失敗図を見てもらえ
れば分かる通り、ここまでは、ほぼ一本道
です。なんとまたも打歩詰。せっかくもら
った角がまるで役に立っていません。
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打では 23 王と引かれて不詰。ここは、さす
がの限定打となっています。（途中図 4）

まあ作者がこんな優しいヒトではないのは、
皆さんも良くご存じでしょう（笑）。33 角
合のあたりでは確かに作意の感触がしたわ

51 角打に 23 王は 27 香以下詰みます。そこ

けで、そこから一工夫、考えてみましょう。

で途中図 3 に戻るべく王方は再び捨て合を
しますが、
（途中図４より）33 角合、同角

特別出題の解説 （中編）

生、
（途中図 5）

前回は作者の罠にはまったトコまででした。
（笑）さて、では下図の 14 王と進んだ局面
ではどんな秘剣、妙手がでるのでしょか？

33 角の捨合に同角生とするのが好手。23 へ
の効きがないので、今度は 14 王には 26
桂、同金、15 歩打と以下容易に詰ますこと
金を取る以外に手はあるの？という形です

ができます。ところが（途中図 5）でアタ

が、打歩詰には付き物の、あの手筋を狙う

マに来ることに今度は、王は 34 に逃げます。

ことができます。
（途中図 3 より）、24 馬、

この局面はどれも手が続きそうになく、か

同王、51 角打と、一旦馬を捨てて、まるで

といって 24 角成、同玉では何のために角を

リセットするがごとく、角を打ち直します。

打ち直したのか全く意味なし。

ただ、角の打ち場所は注意が必要で、42 角

万事窮したか。さあここでまた次回！…
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とすると「いい加減にしろ！」と怒られそ
うなので、ちょっとだけ手を進めます。

24 角成、同王、51 角打、33 角合、同角成、
14 王、
（途中図 8）
46 桂、同金、（途中図 7）

再び角を打ち直します。玉方は同じ抵抗
実はここで 46 桂と跳んで、同金と 58 桂を

で捨合しますが、今度は同角成と成って 14

捨てるのが正解です。あんまり意味がない

に王を追いこみます。ココです。

ように見えますよね。でもこの手がとって

69 角打！、はるか彼方の 69 にはっしと打

も重要なのです。ではどんな意味があるの

ちつける遠角。迫力ありますねえ。前回の

か、それは次回後編で。

46 桂捨て（ひいては 51 角打～33 同角生で

それまで、皆さんも考えてみてください。

一旦王を 34 に逃がしたのも）は実にこの角
を打つためだったのです。

特別出題の解説 （後編）

これに対して、玉方は合駒するしかない

前回は（途中図７）まで進めました。伏線

ですが、歩以外の駒は全て同角で詰みそう。

手 46 桂の意味、皆さんは見つけられたでし

でも見ると１筋～５筋まで全て歩があるた

ょうか。

め、歩合ができない…（途中図 9）
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いやいや、ここでも 36 歩と突く移動合があ

この作品においては、その角を打つための

りました。これは同角と取っても同金で詰

角打ち直し～同角生～46 桂という一連の手

みません。角を打った意味は？

順が、この 69 角を打つためだけの過程にな

（途中図 9）より 36 歩、15 馬、25 金打、

っているのが素晴らしいです。また、これ

16 王、26 金、17 王、27 金、18 王、19 歩打、

だけの手数をかけながらも失敗図と成功図

同王、28 銀打、18 王、
（途中図 10）

の違いが鮮明に現れており、構想作として
理想的な作品となっています。皆さんもぜ
ひもう一度、手順を並べ直してご鑑賞いた
だければ、と思います。
この作品を特別出題するときに、解答者
皆様からのからの、この作品への感想は総
て解説後に記載するとお約束しました。
本当に大勢の方から感想いただきました。
まことにありがとうございます。
そのご感想をメール到着順で紹介します。

おいおい、笑わせないでよ、これは前編で

Ura さん

失敗した順と同じじゃない。打歩詰で失敗

「33 角アイは習いある手段と思いますが、

なんでしょ…おや？あれ？おっ！

33 角不成として 34 玉とさせ、69 角を得

（途中図 10）より、19 歩打、29 王、47 角、

る為に 46 桂という捌きを作る所は巧い

迄 37 手詰

ものです」

69 角で飛の横効きが遮られているので、こ

躑躅さん

こでは 19 歩が打てる、という仕掛けです。

「46 桂から 69 角は割と見えやすいです

最終、47 角による両王手での詰上り図も、

が初手からは成立しないのが面白かった

少し洒落ています。

です」
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さわやか風太郎さん

いないか心配です。解答発表と小川悦勇

「特別出題の作品ですが、打ち歩詰打開

作品集を楽しみにしています」

の攻防が面白いです。58 桂はいつ跳べ

☆ 本日メール送付予定です。なお、携帯メ

ばいいのか、それも金を質駒にするわけ

ールの方には別手段を検討中です。少々

ではないし、意味がなかなか掴めません

お待ちください。

でした。29 の香についている飛車の紐を

Tea Shot さん

断ち切るためと漸くわかりました」

「24 金から 47 角までの 37 手詰めです

☆ 皆さんいいカンしていますねえ。冬眠蛙

か？打歩詰めをめぐる虚々実々な（？）

は、最初は 46 桂なんてカケラも読みませ

角の使い方が面白い。角の使用率が 40％

んでした（笑）
。

強で、まさに”角に始まり、角に終わる”

橘圭伍さん

稀有な作品と思います。

「昔、詰将棋めいとに出した作品の修正

眼目（？）の 69 角を実現する 46 桂の伏

図でしょうか？こんな感じの作品を解い

線がアクセントとなり、飛角を男女に見

た記憶があります。上部の構図は既存の

立てれば、派手に活躍する女主人公に加

物ですが遠打と組み合わせたのが面白い

え、睨みを利かす男の存在感が光るドラ

です」

マを連想させます」

☆

24 玉型で角捨合の形は結構見ますね。

☆

冬眠蛙も一度創ってみようかな。

面白い見立てをしますねえ。睨みを利
かす男…あぁ、2 時間モノならば船越

羅刹國さん

英一郎か…違うな（笑）
。

「飛筋を通すための伏線と思いきや、遮

ほいさん

るための伏線だったとは！69 角を発見し

「ヒントを頂いて解けました。角合と 46

たときの悦びは、詰将棋のカタルシスと

桂の雰囲気は初回で見えたのですが、69

でも言うべきか。程よい難易度で、秀作」

角が見えませんでした～。今回は頑張っ

☆

確かに"浄化"って感じしますね。言い

て、19 王まで追って行って打歩になった

えて妙です。

ので気が付けました。パズル的で面白い

坂本栄治郎さん

作品でした。すてきですね」

「感想ですが、実に打歩解消についてこ

たけとひでさん

の問題ほどバラエティーに満ち溢れてい

「51 角と 69 角を両立させる貪欲な作品。

る問題は無いと思います。馬を生角にし

両方に飛車が働くのは見事」

たり、わざわざと飛の効きを遮断したり、

☆

作品集には他にも"貪欲の塊"みたいな

再度、角で角の打ち場所を作るお膳立て

作品がたくさん。楽しみにしていてく

などなど素晴らしいテイストがふんだん

ださいね。

に盛り込まれている秀作だと思います」

嵐田保夫さん

荒川貴道さん

「よく計算し尽くされた絶妙作品という

「21 手目の角打ちがとても印象的です。

ほかない。千日手を打開できずに数週間

15 馬ばかり考えました。他にもワナがい

悩み、恥ずかしながら諦めて盤に並べて

っぱいあって今でもまだワナにはまって

みたらすぐ解決。解ければなーんだとい
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う感じで自分の閃き力、空間認識力のな

小形靖夫さん

さにあきれる始末（何年詰将棋やってん

「すばらしい、3 度の歩打ち詰め誘致の

だか死んでも直らない）
」

33 角合とそれに対する対応、変化用の 58

☆

いやでも暗算でのチャレンジは流石で

桂の処理と 2 箇所目の歩打ち詰め対策の

す。冬眠蛙はすぐに盤駒出しました

69 角打、これに対する 36 歩の移動合、

（笑）
。

最後の両王手の詰上りまで緩みなく、解

中村雅哉さん

けて楽しい詰将棋でした」

「出張中の機内で、作意順の 33 角生、34

☆

玉まで読んで先の方針が立たず挫折。ま

簡単ではないけれども、解いて面白い、
解けて楽しい、謎解きの理想ですね。

た、58 桂はいかにも 46 桂、同金として

増田智彬さん

14 玉に 58 角や 69 角を打つ筋を誘ってい

「51 角（限定打！）と 33 角の捨合の組

るものの、36 歩合で役に立たないとこち

み合わせが実に巧妙。27 香でよく余詰ま

らも速断。創棋会でたけとひでさんに聞

ないなあとも思いました。そしてまさか

いたら『69 に角を打つんだよ』、
『打歩詰

ブルータス手筋が出てくるとは想像して

の筋が 2 回出てくるんだよ』」大ヒントを

いなかったですね。初形からは全くその

くれたので、ようやく解けました。

匂いらしきものがありませんから。見事

角打角合の筋は見慣れていますが、感心

な構想中編でした。こういうのを詰パラ

したのはいきなり伏線の 46 桂をやらず

で解きたいなぁ…」

に角打角合の間に織り込んだところ。巧

☆

最近はあまり謎解き型の中編は多くな

みな構成と思いました。古典的な香りの

いですね。作家の皆さん、ご期待に添

する手順構成の好作と思います」

うよう頑張ってください。

☆

たけとひでさん、大ヒントすぎです、

しろねこさん

それは（笑）
。

「51 角の繰り返しがいい。途中不成もあ

凡骨生さん

り成ると玉の逃げ場が 14 に限定され 15

「打歩打開の 69 角を打つべく、47 金の

金を馬で取り早詰みです。数日に分けて

移動を図る 33 地点の虚々実々の駆け引

考える。柿木 8 で回答しました」

きが難しく且つ面白く、詰め応えがあり

風みどりさん

ました。フー」

「23 歩の邪魔駒消去だろうと予想して四

詰将棋１級さん

苦八苦。でも考えてみたら 23 角、同歩

「この作は解いてみると手が限られてい

15 馬の筋だったら下辺の配置が無意味だ

て変化も易しく、狙いは面白く、着地は

ものね」

ぴったり、とても自分好みの作でした。

☆

冬眠蛙も最初ちょっとそっちにハマり

打歩詰を巡る軽い謎解きで、73 馬を生角

ました。確か森長氏作でその筋がある

にする攻防はもちろん、好打 69 角をカモ

んですよね。いやあ、既視感って怖い。

フラージュする 47 金と 58 桂にも作者の

けんちゃんさん

うまさ、こだわりがみえますね。

「角打角合に打歩詰打開の構想を絡めた

面白い詰将棋ありがとうございました」

意欲作。欲を言えば紛れ順をそのまま収
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束に使うのではなく、例えば 69 角に対し

この他に、國吉進さんからも解答いただき

58 歩中合をしてから 36 歩として、ここ

ました。ありがとうございました。

で 1 歩稼げたので別な収束手順に入る…

上にも書きましたが、これからメールで

となれば理想的だったが、これは望蜀と

PDF 版の作品集前編を送付します。解答は

いうものか。
（この作者がこう纏めたのだ

ついていません。自分で頑張って解いてみ

から、これが最善形なのは分かりきって

るのもよし、後編を待つのもよし、という

いるのだが）」

ところですね。

葉井来人さん

冬眠蛙は今、頑張って解いている方です。

「58 桂配置が捨ててくれと言っているの

硬軟おりまぜ、短編から長編まで様々な作

で謎に迫るのは苦労しないものの、打歩

品が並んでおり、退屈しません。解いて楽

詰誘致から打開に至るプロセスの論理性

しい、感動・感心する作品が並んでおりま

が見事である。金で玉を上段に追う手順

すので、ぜひ皆さまも解いてみてください。

に緊張感があれば、引き締まった作品に

作品集「雨滴」は現在、後編を隅の老人

仕上がったことだろう」
☆

Ａさん（小川悦勇さん）とＢさん（今川健

馬を切ってから下に追う部分ですね。

一さん）で鋭意作成中です。そして、皆さ

確かにこの辺りはちょっと一本道で単

んの感想を心待ちにされています。

調かも。ただ、この部分が難しいと、

（作者の言葉）

ただでさえ見えにくい構想なので、い

特別出題とその解答へのお礼

よいよ迷宮に入ります。なので、個人

小川悦勇

このたび、私の作品を人気のブログ「冬

的には助かりました（笑）
。

眠蛙の冬眠日記」に、特別出題として載せ

谷口均さん

ていただき、有り難うございました。

「小川悦勇様、作品集完成、おめでとう

また、予想外の多くの方々より、ご解答

ございます。小川さんといえば、風車、

を頂戴して、これもまた感謝です。

ピンポン詰で著名な方、大変敬服してい

出題の際に、お約束した「雨滴」前編は冬

る作家のおひとりです。岡田敏氏、山田

眠蛙さんより、解答者全員の皆様へメール

修司氏からも凄い作家だとよくお聞きし

にて発送していただきます。

ています。私も以前、近将で小川さんの

ここで、私の希望、お願いなのですが、

作品（風車の一種？）を詰まして、その

この「雨滴」前編を受け取られましたら、

手順の滑らかさに酔いしれたことがあり

ご面倒ですが、用紙Ｂ5 で印刷して、お手

ます。

元に末永く残して欲しいのです。そして、

ブルータス手筋 69 角実現のため、前半馬

また、皆様の棋友、メル友、等にも広く紹

から生角 34 玉へ誘い道を開け馬へと変

介してくださる事を願っています。
「雨滴」

換する、二重の構想素晴らしいです」

に載せました作品には、初入選作や子供時

☆

作品集には谷口さんのいわれている

代を振り返る為の作、エッセイや詰研会報

二つの作品も収録されていますので、

等を紹介したいだけの作等々と、幼稚な作

どうぞお楽しみに。
「風車の一種？」と

品も有りますが、これは、小川悦勇の詰棋

は 17 番のことでしょうね。

歴と見て頂きたいと思います。
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この前編に続く「雨滴」後編には、冬眠

33 金右、25 玉、36 馬、同玉、48 桂打、同と、

蛙さん、たくぼんさんのお二人から、各作

37 銀、45 玉、44 金、56 玉、57 香打、同玉、

品への解説、感想を戴きました。で、各作

48 金、56 玉、57 歩打、65 玉、74 銀打、76 玉、

品の解説は、このお二人にお任せして、隅

87 銀打、同竜、85 銀、同竜、同竜、同玉、

の老人Ｂ、Ａ爺は雑文、駄文を専門に執筆、

84 飛打、96 玉、87 金打、95 玉、86 金、迄

加えて「雨滴」後編の編集中。

47 手詰

進行は遅々としており、現在は、ほぼ中間

詰上り図

点を通過した状態ですが、完成次第、又、
冬眠蛙さんに紹介して頂く所存です。
電子冊子の良い所は、
「ページ数に制限が無
い」ことでしょうか？
今回の特別出題、解答者全員のご講評（ご
感想）は総て「雨滴、後編」に載せさせて
戴きます。完成予定（何時）？を楽しみに
お待ち下さい。
ほんとうに、皆様、有り難うございました。
平成 22 年 8 月 28 日

隅の老人Ａ
小川悦勇

番外 3 番 「47 カラットのダイヤ」

詰上り図はダイヤを表現し、47 カラットは
手数を意味しています。この作品はもとも
とは市島さんの（冬眠蛙の冬眠日記）に発
表して作品集「雨滴」の後編を配布するの
が目的の創作でした。ところがある事情で
若島正さんの編集の詰棋書、
「この詰将棋が
すごい！ 2012」に発表しました。
４大曲詰（大菱、大襷、大十字、大菱市
松）の内、好作が創り難いのは市松か？「ど
うせ出来ないのなら贋作でも」の発想で創
作したこの作品が、この権威ある詰棋書に

発表誌 この詰将棋がすごい！ 2012

載ることはとてもおこがましいと思います

平成 24 年 7 月

が、持つべきは友の推薦で、
「この詰将棋が

発表時の名 小川悦勇

すごい！ 2012」に載せていただきました。
その幸運を感謝、感謝です。

詰手順

私があぶり出し曲詰の創作に当たって重
要視するのは何かといいますと、

71 角成、63 玉、81 馬、74 玉、92 馬、85 玉、
84 飛成、76 玉、68 桂打、同歩成、65 馬、同玉、

１、詰上がりが判り易い。

74 角打、54 玉、63 角成、44 玉、43 金打、34 玉、

２、初形に無理が無い。
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３、手順に狙いや構想があること。

ではなく解答者サイドからの健全な視点も

これを「47 カラットのダイヤ」を当てはめ

確保したいというのもあるのです。

てみると、

煽てられれば何とやらで、
「ハイ、書かせ

１と２の項目はまずまずの合格点

て頂きます。
」と返メールしたのは良いけれ

３の項目は 68 桂打の伏線手は良いが、15

ど、なかなか万人がスゴイと考える詰将棋

手目の成、生の非限定はマイナス。

が思いつかない、困ったな、です。

創作に当たっては 50 手台に手数を延ばし

そうこうしていると、見かねた高坂さん

た図など、幾つかの候補作が浮上する。そ

から 2010 年度版の「この詰将棋がすご

の中から「47 カラット」を選んだ理由は、

い！」が送られてきました。その中に「私

「初形と詰上りが綺麗」この１点です。

の好きな 4 局」というページがあり、これ

50 手台の作品では難しさは増すけれど、初

なら、私の独断と偏見で好きな詰将棋を選

形が重たくなります。これは作家のセンス

べばよい、うん、これで行こうで、方針決

になるけれど、私（小川）は難解さよりは

定です。

総体的なバランスを重視して創作している

方針が決まったのは良いのですが、
「好き

心算です。

な 4 局」は、これがなかなかに決まらない。

「この詰将棋がすごい！ 2012」に私の作

これを書いていた時，Ｂ爺さんは 75 歳で、

品と私の書いた自作解説を載せて下さった

詰棋で遊ぶことを知ったのは、遠い昔（約

若島正編集長に感謝します。

60 年前）の中学生の頃でした。その時代か
ら今までに幾つの詰将棋で遊んだことか。

Ｂ爺

その数はゆうに 1 万局（これはホント）は

平成 23 年 6 月 20 日の朝、いつものよう

超えていますが、その殆どは忘却で記憶に

にメールを覗くと、詰パラ誌の推理将棋の

残っているのは、ごく僅か。その記憶を辿

担当者だった高坂研さんから下記のメール

って選んだのが、次の 4 局。

が到着していました。
「さて、実はお願いがあります。昨年出

山田修司さん作 「蜃気楼」

版された「この詰将棋がスゴイ」という本

「夢の華」第 21 番

のことは、ご存知だと思いますが、来年出

旧 詰将棋パラダイス 昭和 26 年 12 月

版予定の続編「この詰将棋がスゴイ 2012」
に、解答者代表として原稿を書いて頂けな
いでしょうか？題材・分量とも全く制限は
ありません。これまで解答者として長く活
躍してこられた経験から、
「これはスゴイ」
と思った作品について、お好きなように書
いて下されば結構です。如何でしょう？
貴兄なら解答者としての実績も十分です
し、それに編集スタッフがみなややマニア
ック過ぎるので（笑）
、作家サイドからだけ
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添川公司さん作 「五丈原」

最後に選んだ小川悦勇さん作の「47 カラ

詰棋めいと 昭和 61 年 10 月

ットのダイヤ」
。この作品は未発表の作品で、
Ａ爺さんから、
「最近、こんなの創ったよ」
とＢ爺さんの処にメ－ルされてきた作品で
した。Ｂ爺がこの作品が好きになったのは、
① 綺麗な上り図。
② 伏線の入った詰手順。
③ 詰上り図にピッタリの表題、「47 カラ
ットのダイヤ」
。
こんなところが、その理由です。
この作品集「雨滴」の中にも表題が付い
た作品が 幾つもありますが、その作品に
ピッタリの表題はこの「47 カラットのダイ

橋本孝治さん作 看寿賞（長篇の部）受賞

ヤ」が一番だと思います。

詰将棋パラダイス 平成 10 年 10 月

作品に表題、解答者はこんなことにも気
を使います。詰棋作家の皆さん、創った作
品に表題を付けるなら、
「安易は止めて、慎
重に」
、ですよ。
4 題を選び終えて、
「これで良いですか」
と高坂さんにメ－ル。おりかえし、高坂さ
んから返メ－ルあり。
「初めの 3 局は良い
のですが、小川悦勇さんの作品には問題が
あります。その理由は、この作品が看寿賞
に選ばれたとしたら、未発表作品では困り
ますから。で、発表先を『この詰将棋がす

小川悦勇さん作 「47 カラットのダイヤ」

ごい！ 2012 年度版』としてもよいです
か？ここに発表と決まれば、他には発表で
きなくなります。」
、Ｂ爺さん、この件でＡ
爺さんにメ－ル、「いいですよ，ＯＫ」
、こ
れがＡ爺さんからの返メ－ル。
こんなことがあって、
「47 カラットのダ
イヤ」が「この詰将棋がすごい！ 2012 年
度版」に載ることになりました。
その「この詰将棋がすごい！ 2012 年度
版に」載った、Ｂ爺さんの「47 カラットの
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ダイヤ」への賛辞？を転載して置きます。

がなく、その詰上り図もまた美しいという

私の棋友？いやメール友達に詰棋の世

ことです。次に詰手順ですが、9 手目に 68

界で曲詰作家として世に知られた小川悦勇

桂打の伏線手が入り（この効果は 31 手目に

さんがいます。お互いに年金生活者で仕事

現れます）
、この伏線手が発見できれば、た

もなく、暇を持て余している。で、毎日の

ぶん、何方にでも、この作品が解け、
「私に

ようにメールのやり取り。メールの話題は

も解けた！」の嬉しさが共有できると思い

何でもありですが、それでも時には話題が

ます。

尽きる。そんな時には詰将棋が話題になり
ます。

最後に、作者、小川悦勇さんから、この

ある日、この作品、題して「47 カラット

作品についての一言です。
番外 3 番は元々空き家だったので、Ｂ爺

のダイヤ」が、その小川さんからメールで
送られて来ました。「解けるかな？」です。

と創っていた「47 カラットのダイヤ」を入

この作品を私のような凡人が解いてゆく

れることにしました。あと 3 枚駒を加えれ

と、
「マッタ」をしたくなる、いや、する局

「大菱市松」になりますが改作しても、四

面が出てきます。これが、いわゆる伏線物

大曲詰としてはその手順に強さが感じられ

で、自力でこの謎を解いてこそ、この作品

ません。その代わりに、この「ダイヤ」は

の面白さ、良さが判ります。そして、この

詰上り図が美形なので、解後感が自画自賛

作品は未発表です、どうか、この本を手に

ですが、誠にヨロシイ？と思います。

した皆さんは自分の力で、この作品を解い

詰上り図は地上最大のダイヤモンドが現

てください。で、そんな意味で詰手順は載

れます。自推などは苦手ですが、このブリ

せませんが悪しからず、です。

リアンカットの輝きだけは自作中１番の出

「難しそう、詰手数は、詰上り図は？」
、

来だと思っています。詰手順については今

それはこの文の何処かに書いてあります。

川さんが難しそうな処にはヒントを出して

それも伏線、さあ、皆さん頑張って。

いますね、後は平凡な手順が続きます。そ
れでもその優しさが棋形に溶け込んでいて

「47 カラットのダイヤ」
は、未発表作で、

バランスの取れた作品になっています。
「そ

この誌上が最初の発表の場となります。

れって、本当かね？」は、どうぞ盤上に駒
を並べて、ご確認ください。

「どうです、解けましたか？」、
「いいえ、
解けません、私にはムリみたい」
、こんな読

このあとに、冬眠蛙さんの「47 カラット

者もいるでしょう。そこで詰手順の解説に

のダイヤ」への感想（解説）文を載せよう

替えて、この「47 カラットのダイヤ」の

としたら、その文書が見つからない。7 年

魅力、私の気に入っているところを書いて

も経っているとそれが何処に行ったやら、

おきます。詰上げれば判りますが、この作

呼べぞ応えず、捜せぞ見えず、ああ、困っ

品は大型の「あぶりだし曲詰」です。

たな、です。こうなったら仕方がない、冬

で、先ず言いたいのは、大型曲詰には、

眠蛙さんに頭を下げて再度感想（解説）文

ありがちな初形に配置された駒に不自然さ

をお願いしよう。蛙さんに依頼のメ－ル。
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約、
1 週間後に蛙さんより返メ－ルあり。

雨上りの日に雨滴が陽光を浴びて輝きを

「47 カラットのダイヤモンドですが、いた

放つ、そんな一瞬を大粒のダイヤに見立て

だいた当時は解図していないので、感想を

たのでしょうか。

探されていた、ということであれば申し訳

配置駒の意味づけも明確で、変化や紛れ

ないです。
・・・」とあり、「さて、では感

もほど良い厚み。ちょっとした伏線手も入

想を。
」と続きます。

って、作者好みの洒落の利いた作品かな、

初手への第一感は取れない 51 角成捨で

と思います。

すが、63 玉、72 飛成、54 玉でダメっぽい。

ブログにも書きましたが、久しぶりの真

71 角成は 43 玉で、また 53 角成は同玉で届

面目な中編解図は結構苦戦しました。累計

きそうにないが…ということで、初手から

で 4 時間位は考えていると思います。

苦吟。玉方の持駒が歩しかなく、かつその
歩が 4～7 筋に打てないのに気付いたのは

冬眠蛙さんのブログでの一文。

１時間後位でした。なるほど、71 角成、43

今週は訳あって久しぶりに真面目に中編

玉には 33 歩成、54 玉、81 馬で詰むのです

の解図をしていました。一応、詰とうほく

ね。磁石盤を使ったのが仇になってしまい

で目についた作品の解図はしているのです

ました。8 手目 76 玉まで追ったところで、

が、やはり本格的な作品だとダメですね。

久しぶりにアンテナがビビっと反応。伏線

特に「この形は詰みそう」というカンが落

手が入れられる形。ここは小川さんなら何

ちます。

か入れてくる。問題はその手。68 桂打、86

それでもなんとか解けて一安心。ふう。

金打のどちらか。少し読んでみましたが、
すぐには決められず、とりあえず保留して

Ａ爺の後書

65 馬以下を読みます。

冬眠蛙さんを始め、多数の棋友の後押し

英断の馬切りから、48 桂打を指すあたり

で、ようやく「雨滴」後編の完結を迎える

で、詰上り形が見えてきます。また、8 手

ことが出来ました。立ち上がりから 7 年、

目の局面での 86 金打は無理筋であること

本当に有難う御座います。

が判明。金を温存しておいて 37 銀、45 玉

活字化したほうが良いのではと、利波さ

の局面が最後の難関。形からすれば 44 金引

んからお聞きましたが年金暮らしでは、お

ですが、同玉が詰みそうに見えません。し

金も無ければ根気も有りません。それに、

ばらく読んで、64 竜、54 金打の変化が 43

このような風変わりな作品集が売れるとも

金から全ての持駒を使って詰むこと、そし

思いません。でも、この「雨滴」を大勢の

て、やはり 9 手目 68 桂打を入れておくこと

皆さんに読んでもらいたい気持ちは大きい

が正解とわかります。

ので、
「雨滴」を手にした方々のの広報活動、

予想が当たり、嬉しくなりました。あと

宣伝をよろしくお願いいたします。
平成 27 年 2 月 1 日

はスラスラと詰上りまで解けました。
（当たり前といえば当たり前ですが、最後、

小川悦勇

金銀 3 枚を持ってもこの手順しか詰まない
Ａ爺はこの 3 月で 82 歳になります。
「思

のは、少し驚きです。
）
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えば遠くへ来たものだ」の思いで、いまで

う電子出版の作品集です。皆さんにメール

はＰＰＣ（ピンピンコロリ）と天国に駆け

で送るフアイル「雨滴」の中に雨滴＝小川

上り、昔馴染みの詰棋人と会話することを

悦勇作品集というフオルダがあります。そ

楽しみにしている毎日です。

のフオルダの中に将棋ソフト、柿木将棋を

過ぎ去った 82 年の人生を振り返れば、趣

使っての作った詰将棋のデ－タベ－ス「雨

味としての詰将棋がどれだけ人生に潤いを

滴」が入っています。これを起動（ダブル

与えてくれた事か。20 代の始めには、大道

クリック）してみてください。ここから作

棋の棋書「秘手 500 番」に感化され、本気

品集「雨滴」の全作品、参考図が起動でき

で棋将屋さんになりたいと思っていました。 ます。詰棋書で始めて、このデ－タベ－ス
鶴田主幹と大道棋屋になる為にはと、そ

を付けたのが、この作品集「雨滴」の最大

のことに関して手紙のヤリトリをしていた

の特徴です。

時もあります。

この項を書き始めて思い出したことがあ

30 代以降、仕事仲間と主に指将棋で遊ん

ります。平成 13 年の 5 月に発行された「詰

でいて詰棋界とは一時期離れていましたが、 棋めいと」誌（第 29 号）にマイ・ベスト展
第 27 番（１の字―2）でパラ誌（詰棋の世

と名付けられたコ－ナ－があり、この第 29

界）に戻りました。

号の担当はＡ爺さんで、そのコ－ナ－で『私
のベスト展は自己中心的な選題であり、必

Ａ爺 以上が生前最後の戯言です。

ずしもベスト 10 ではありません。また長編

Ｂ爺 書きたい事は、これで終わりですか？

が主流なので、番外として比較的軽い作品

Ａ爺 ハイ、これだけ書けば、大満足です。

を三局加えてあります。』
・・・で、Ａ爺さ
んが自作の中から 13 題を選んで載せてい
ます。この 13 題は、この作品集のどの作品

Ｂ爺の後書
ようやく、小川悦勇作品集。
「雨滴」の後

なのかは、作品集「雨滴」に添付してある

書にたどり着きました。Ａ爺さんの記憶に

デ－タ－ベ－スを起動して、その備考の欄

よれば、この作品集の作成に取りかかった

に載せてありますので、ご一覧ください。

のは、今より 7 年も前だったようです。こ

Ｂ爺からＡ爺さんへのお願い。

んなに長年月を要したのは、
「明日出来る事

Ａ爺さんにお願いがあります。どうか、

は、今日はやらない」主義者のＢ爺にその

もう一頑張り作図に専念して、看寿賞を獲

原因があります。待ち草臥れたＡ爺さんに

得して欲しいのです。Ａ爺さんなら、これ

「どうなってるの」と催促されると、
「その

が出来る、きっと出来るとＢ爺は思って、

うちに、明日はやります」
、これで月日が流

いいえ、信じています。看寿賞受賞の最年

れて 7 年も経ちました。それでも、ようや

長者、小川悦勇、良いですねぇ。

く終着駅に着きました。
「Ａ爺さん、長らく

どうして，Ａ爺さんに看寿賞を取って欲

待たせて御免なさい」
、です。

しいかには理由があります。今は亡き門脇

最後にこの作品集「雨滴」の自慢できる

芳雄さんからお聞きしたのですが、この看

ことを一つ。この作品集は活字印刷の詰棋

寿賞には副賞として江戸時代より作られて

書ではありません。これから流行るであろ

きた詰将棋を総て？網羅した詰将棋の「デ
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ータベ－ス」が付いているとのことでした。

にコ－ヒ－カップ、片手に駒で、こんな曲

Ｂ爺はこの「デ－タベース」を一度手にし

（http://youtu.be/qIqmd1g8GMQ）でも聴き

て使ってみたいのです。購入すれば簡単に

ながら、最後の出題をお楽しみください。

手に入るのですが、年金生活のＢ爺には、
この「デ－タベ－ス」は高価すぎます。

雨滴 最後の出題 1

そこでＡ爺さんにもう一頑張りしてもら
って、看寿賞獲得の暁に、そのお裾分けに
与ろうの魂胆です。
Ａ爺さん、頑張って、お願いします。
「雨滴」これが最後の出題
作品集「雨滴」の編集に着手してから 7 年、
多数の棋友に支えられて、ようやく完成に
至りました。
「雨滴」は異色の作品集で、隅
の老人Ａ、Ｂは作品の手順解説に触れるこ
となく、詰棋歴 60 数年、その時々の思い出

雨滴 最後の出題 2

を綴るのみ、作品の解説、短評は冬眠蛙さ
ん、たくぼんさんに一任する無能ぶりです。
この度、全編（後編②を含む）の完成に当
り再び「雨滴＝前編、後編①，②」の配布
の為に、懸賞出題を冬眠蛙さんにお願致し
ました。前回（後編①）の出題は 3 作に関
連性が無いと、クレームが付きましたので、
今回の 3 作は関連性ありです「０００５１」
この、０００に入る英字を当ててください。
一字でも正解なら「雨滴＝全編」を贈りま
す。以前に配布しました「雨滴後編①」に

雨滴 最後の出題 3

追加、修正が多数ありますので、それは消
去して、今回の「雨滴後編①」と取り替え
てください。
冬眠蛙さん宜しくお願いいたします。
平成 27 年 2 月 1 日
小川悦勇（隅の老人Ａ）
今川健一（隅の老人Ｂ）
３題の出題者

住之江看和

これが「雨滴」の最後の出題です。各題
それぞれに容易に解けると思います。片手
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